


レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. B-2
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特 集   レーザー光を用いた超精密・超微細 
3Dプリンティングの最前線

 112	■	総論
	 		 横浜国立大学　丸尾昭二

 117	■	金属レーザー積層造形の最新動向
	 		 近畿大学　京極秀樹

 123	■	光造形によるセラミックスの高精細三次元積層造形の最新動向
	 		 ネクストラボラトリー　萩原恒夫

 130	■	フェムト秒レーザーを用いた2光子造形による超微細3D造形と応用
	 		 横浜国立大学　丸尾昭二

 135	■	フェムト秒レーザーを用いた除去/付加複合3次元加工と応用
	 		 国立研究開発法人理化学研究所　杉岡幸次

 140	■	カーボンナノチューブ含有樹脂を用いた2光子造形法
	 		 電気通信大学　庄司　暁

 145	■	金属酸化物ナノ粒子を用いたフェムト秒レーザー還元直接描画法
	 		 名古屋大学　溝尻瑞枝，秦　誠一

開催記念特別企画

 41	■	OPIE	’16開催記念特別企画―各社出展製品	
	 		 	レーザーEXPO／レンズ設計・製造展／赤外・紫外応用技術展／	

光測定&ポジショニングEXPO／メディカル&イメージングEXPO／	
宇宙・天文EXPO／マイクロ・ナノ応用技術展

Interview

 152	■		フェムト秒レーザーに新たな命を吹き込む「現代の魔法使い」
	 		 メディアアーティスト／筑波大学助教　落合陽一

連 載

 192	■	よく分かる光学機器入門	
	 		第2回　望遠鏡
	 		 チームオプト㈱　竹内修一

 200	■	ひかり発見	
	 		第17回　偏光子Ⅱ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 204	■	ドレスト光子が切り拓く革新的光技術	
	 		第2回　	超平坦研磨技術
	 		 東京大学　八井　崇

 208	■	若手研究者の挑戦	
	 		第9回　	フレネル型構造を用いた液晶光偏向素子
	 		 大阪大学　澁谷義一
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読者登録受付中 http://www.optronics-media.com/
ニュース、連載など情報満載。ご登録により掲載記事を全て購読いただけます。
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無料
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	 	 booksale@optronics.co.jp（販売）
	 	 advertise@optronics.co.jp（広告）
	 電話番号の掛け間違いにご注意下さい
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【From Editor's】
今月号は，光産業技術総合展「OPIE	’16」の開催記念号でもあります。
多くのイベント情報を本誌に掲載していますので，チェックを御願い
します。

光製品・技術は，様々な産業分野における横断的な基盤テクノロジー
となっており，それ自体の開発もまた重要度が増しています。

レーザー開発に関して言えば，いくつかの国家プロジェクトも走って
いますし，新たなプロジェクトも開始される計画です。

光源・システムからアプリケーションの創出を目指す開発を志向され
ていますが，OPIEではこうした研究・開発を支える製品も出展され
ることでしょう。また，セミナーでは当該技術トレンド，研究・開発
の方向性も示されると思います。

今月号の特集はレーザー光を用いた超精密・超微細3Dプリンティン
グ技術を取り上げました。材料開発とともに，レーザー光を応用する
3Dプリンティング技術の最新動向をお届けします。

本特集と連動した講演会をOPIE'16の会期初日（5月18日）に開催し
ます。3Dプリンティング市場から技術まで詳細に語っていただきま
す。そこで本誌を，その手引きとしてご活用いただけたら幸いです。

読者の皆様へ：DM代行サービスについて
弊社では，広告主のご依頼のもと，DM（ダイレクトメール）を用いて広告情報をご購読者の皆様にお届け
するDM代行サービスを行なっております。本サービスは，広告主からお預かりしたDM資材を，弊社管理
のもとで封入，封緘，発送するものですが，弊社では本サービスを個人情報保護の観点に基づいて行なって
おりますので，ご購読者の皆様のお名前やご所属，ご住所等，個人情報が外部に漏れることは一切ありませ
ん。また，DMによる広告情報配布を希望されない場合は，大変お手数ではございますが，個人ID番号（封
筒のラベルの下に明記），氏名，会社名，住所をご明記の上，ファックスにてその旨，弊社販売部までお知
らせ下さい。DM中止手続きを取らせていただきます。

フォトニクス ワールドマーケット＆トレンド

 168	■		ADASから自動運転へ:	
ADAS用光学センサー市場2020年に100億
ドルに

	 		 ㈱グローバルインフォメーション　常岡理恵

	 212	■	 トピックス：海外展示会レポート
     2016 Photonics West海外調査報告⑴
    ─産業セグメントを中心に
	 164	■	 光業界トピックス
	 167	■	Webジャーナル　ニュースランキング
	 178	■	MARKET	WATCH
	 229	■	CALENDAR
	 230	■	EVENT
	 231	■	PRODUCTS	INFORMATION
特別レポート

 184	■		国際光年の総括と光技術・光科学の持続的発展
に向けて

	 		 東京大学　荒川泰彦

寄稿

 189	■		OSA創立100周年記念
コラム

 227	■	USA	Today
	 		 	第85回　宇宙事業ブームの時代へ
	 		 Optomarketing	USA　中島和宏

 220	■	ひかりがたり
	 		 第38話　消える魔球もいつの日か
	 		 月谷昌之介

 218	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第101回　ボールペン
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 228	■	アナザーアングル
	 		 vol.29　不安な旋風
	 		 編集顧問　川尻多加志

Photo-Tech News & Report

 159 ■		高輝度タイプと超小型タイプのRGB半導体レーザー光源モジュール開発─実装実証
で優位性を確認

 162 ■		ガラスの可能性を広げる，SCHOTTの半導体向けソリューション

■ 次号（2016年6月号）の特集予定
特 集 「 透明バルクセラミックスとその応用（仮題）」

（敬称略）
・透明セラミックスの現状と課題

横浜国立大学　多々見純一
・新しい材料科学の創造〜透明セラミックスの開発を通じて〜

㈱ワールドラボ　池末明生
・透明結晶化ガラスとレーザーによる単結晶パターニング

長岡技術科学大学　小松高行
・光学的異方性をもつ結晶系でのセラミックスの透明化

長岡技術科学大学　田中諭
・透明蛍光窒化物セラミックスの開発

（公財）神奈川科学技術アカデミー　高橋拓実

（都合により，タイトルなどに変更のある場合があります。）

■便利で・確実な予約購読システムをぜひご利用下さい。
　年間購読料 1年（12冊） 11,880円 （税・送料込）
　 3年（36冊） 27,000円 （税・送料込）
　単体価格 （1冊） 1,080円 （税込・送料別）
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レーザーEXPO2016
5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜

Booth No. G-10
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レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-2

〈資料請求 No.11〉
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レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. G-29



5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-14光測定&ポジショニングEXPO 2016

〈資料請求 No.13〉



11.15 ̶ 17火 木

科学技術館
10:00～17:002016

（東京 北の丸公園内）

OPTRONICS

株式
会社主催・事務局 〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル1F

TEL 03-3269-3550　FAX 03-5229-7253

2016年6月30日（木）までのお申込みで出展料 5%OFF !

本展に初めて出展される企業様は出展料 10%OFF !
※本特典をご利用の場合、早割特典は適用されません。

※

早割特典

トライアル出展

協賛・協力 日本フォトニクス協議会／日本光学会／レーザー学会／日本分光学会／日本赤外線学会
光学薄膜研究会／JPC紫外線研究会／可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／レーザー輸入振興協会

http://www.optronics.co.jp/fairhttp://www.optronics.co.jp/fair
オプトロニクス　科学技術フェア 検 索お申込はWEBサイトをご利用下さい。

科学技術フェア2016
̶ 光技術で飛躍する日本へ ̶

赤外線フェア第
6
回

光学薄膜フェア第
3
回

同時開催 関連技術セミナー

分光フェア第
3
回

紫外線・X線フェア第
3
回

オプティクス&レーザーフェア第
2
回

レーザー照明・ディスプレイゾーン特 設

光とレーザーの
出展社募集のご案内

〈資料請求 No.14〉



OPTICS + 
PHOTONICS•

San Diego Convention Center 
San Diego, California, USA 

Conferences & Courses 
28 August–1 September 2016

Exhibition 
30 August–1 September 2016

The latest research in optical engineering and 
applications, nanotechnology, sustainable energy,  
and organic photonics.

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

REGISTER TODAY WWW.SPIE.ORG/2016OP
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Read
the industry’s

LEADINGmagazines

Because staying informed has never been so critical.

To subscribe, visit: photonics.com/subscribe.
Available in print and digital formats.

To contribute to Photonics Media publications submit a 100-word abstract to 
editorial@photonics.com for consideration.

Photonics news from your industry
and your part of the world.

Visit us at
booth J-18
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本社事業本部まで
お問い合せ
下さい

求人
光学エンジニア
募　集

レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. J-25

〈資料請求 No.32〉



Frequad-C Frequad-HP Frequad-M

CW266nm レーザのベストソリューション！

本社
〒408-0302  山梨県北杜市武川町牧原1747-1
Tel: 0551-26-0022   Fax: 0551-26-0033
横浜事業所
〒223-0052　神奈川県横浜市港北区綱島東4-10-4
Tel: 045-546-2001    Fax: 045-546-2019

http://www.opt-oxide.com
Sales@opt-oxide.com　

株式会社 オキサイド

特　長 用　途

単一周波数 / 狭線幅

高コヒーレンシー

高安定度

長寿命 / メンテナンスフリー

最大出力 2W

半導体検査 / 液晶検査

微細加工

干渉露光、FBG

フォトルミネッセンス

ラマン分光 / 光電子分光

Frequad

詳しくはWEBへ！

オキサイド  266 検 索 カチッ

本社事業本部まで
お問い合せ
下さい

求人
電気エンジニア
募　集

レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. J-25

〈資料請求 No.33〉



〈資料請求 No.34〉



〈資料請求 No.35〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. D-14

〈資料請求 No.36〉
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5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. C-28

〈資料請求 No.38〉



5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. C-28

〈資料請求 No.39〉
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特設　レーザ－照明・ディスプレイゾーン
　　　光ファイバーゾーン

光測定＆ポジショニングEXPO

マイクロ・ナノ応用技術展

5.18 20
展示ホールA, B、アネックスホール　他

2016

56

16

同時開催 6

■ 展示会概要
■ OPTICS & PHOTONICS International 連絡協議会／
　 展示会企画委員会
■ 会場小間割図
■ 出展社一覧
■ 併催イベント
■ 第8回　レーザー学会産業賞　授与式
■ 国際会議 OPIC 2016
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展 示 会 概 要

日本貿易振興機構（ジェトロ）／在日ドイツ商工会議所

後援：

￥2,000　※来場事前登録者および招待券持参者、OPIC参加者、学生（学生証提示）は無料となります。

入場料：

展示会 事務局　　株式会社オプトロニクス社
〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル　　TEL03-3269-3550　FAX03-5229-7253　　event@optronics.co.jp

総合問合せ：

OPTICS & PHOTONICS International Exhibition 2016 

総合名称：

レーザ－ EXPO 2016
主催：（一社）レーザー学会

レンズ設計・製造展 2016
主催：（一社）日本フォトニクス協議会

赤外・紫外応用技術展2016
主催：（一社）日本フォトニクス協議会

光測定＆ポジショニングEXPO 2016
主催：月刊OPTRONICS　協力：（公社）精密工学会 超精密位置決め専門委員会

メディカル＆イメージングEXPO 2016
主催：（一社）メディカル・イメージング・コンソーシアム／OPTRONICSメディア

宇宙・天文EXPO 2016
主催：（一社）日本フォトニクス協議会　協力：宇宙航空研究開発機構（JAXA）／国立天文台

マイクロ・ナノ応用技術展 2016
主催：OPTRONICSメディア

名称：

（一財）マイクロマシンセンター／微小光学研究会（応物）／日本光学測定機工業会／超3D造形ものづくりネットワーク／（一社）化学とマイクロ・
ナノシステム学会／極限ナノ・造形・構造物性研究会（応物）／システムナノ技術に関する時限研究専門委員会（電情）／ナノインプリント技術
研究会（応物）／フォトニクス分科会（応物）／シリコンフォトニクス時限研究専門委員会（電情）

マイクロ・ナノ応用技術展 協賛：

5月18日（水）・19日（木）・20日（金）

会期：

10：00～17：00

開催時間：

パシフィコ横浜 展示ホールA, B

（〒220-0012　横浜市西区みなとみらい1-1-1）

会場：

セミナー・併催イベント・国際会議OPIC2016 参加者

参加者：

（公社）応用物理学会／（公社）精密工学会／（公社）日本分光学会／（一社）日本光学会／（一社）日本ロボット学会／（一社）映像情報メディア学会／（一社）電子情
報通信学会／日本赤外線学会／（公社）応用物理学会 フォトニクス分科会／（一社）日本オプトメカトロニクス協会／（一財）光産業技術振興協会／（一社）日本
インダストリアルイメージング協会／レーザー輸入振興協会／（一社）日本光学硝子工業会／大阪大学レーザーエネルギー学研究センター／（公財）レーザー技
術総合研究所／NPO法人 光ファイバセンシング振興協会／日本光学測定機工業会／日本精密測定機器工業会／（公社）日本技術士会／神奈川県産業技術セン
ター／（公財）神奈川科学技術アカデミー／（一社）神奈川県商工会議所連合会／神奈川新聞社／FMヨコハマ／㈱ケイエスピー／OSA／PIDA／KAPID

協賛：

42 OPTRONICS（2016）No.5



光測定＆ポジショニングEXPO
マイクロ・ナノ応用技術展

　谷田貝 豊彦（SPIE前会長、宇都宮大学）
　山本 和久（レーザー学会 常務理事、大阪大学）
■監　事
　伊熊 敏郎（エコ環境事務所）
　植田 　覚（植田覚税理士事務所）

＜展示委員会＞
■委員長
　山本 和久（レーザー学会 常務理事、大阪大学）
■委　員
　伊藤 寛治（浜松ホトニクス㈱）
　近藤 宣之（㈱日本レーザー）
　中井 哲哉（ソーラボジャパン㈱）
　中村　 強（トルンプ㈱）

■事務局長
　上野 直樹（㈱オプトロニクス社） （敬称略）

（敬称略）

■理事長
　中井 貞雄（大阪大学 名誉教授）
■副理事長
　加藤 義章（OPIC2016組織委員長、光産業創成大学院大学 学長、
　　　　　　 レーザー学会 会長）
　晝馬　 明（浜松ホトニクス㈱　代表取締役社長）
■理　事
　梅田 倫弘（応用物理学会 フォトニクス分科会 幹事長、東京農工大学）
　片山 聖二（レーザ加工学会 会長、大阪大学）
　菊地　 眞（医療機器センター 理事長）
　黒田 和男（日本光学会 会長、宇都宮大学）
　近藤 宣之（レーザー輸入振興協会 会長）
　武田 光夫（宇都宮大学）
　宍野 幹夫（㈱オプトサイエンス　代表取締役社長）
　谷岡 健吉（（一社）メディカル・イメージング・コンソーシアム 副理事長）
　羽鳥 光俊（日本フォトニクス協議会 理事長、東京大学 名誉教授）
　三木 哲也（電気通信大学 名誉教授）

レーザーEXPO
■実行委員長
　山本 和久（大阪大学）
■プログラム委員長
　黒澤 　宏（科学技術振興機構）

赤外・紫外応用技術展
■委員長

谷田貝 豊彦（宇都宮大学）
■委　員

黒田 和男（宇都宮大学）
深澤 亮一（㈲スペクトルデザイン）
小田 直樹（日本電気㈱）
森戸 祐幸（ユーヴィックス㈱）
西澤 紘一（㈱プライムネット）

レンズ設計・製造展
■委員長
　黒田 和男（宇都宮大学）
■委　員
　荒木 敬介（キヤノン㈱）
　小椋 行夫（OPIC事務局）
　河合 　滋（㈱オプト・イーカレッジ）
　工藤 順一（防衛装備庁）
　玄間 隆志（㈱ニコン）
　渋谷 眞人（東京工芸大学）
　志村 　努（東京大学）
　槌田 博文（㈱チームオプト）
　宮下 隆明（国立天文台）
　宮前 　博（コニカミノルタ㈱）
　山本 公明（KMオプトラボ）

OPTICS & PHOTONICS International 2016 連絡協議会

企 画 委 員 会
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無料サービス

国際会議OPIC 2016
ポスターセッション会場

5/19, 20

OPIC ポスターセッション

5/18 午後

OSA 創立100周年記念講演会

5/18 午前

レーザー微細加工セミナー

JIALセミナー会場
特設会場B

特設会場A
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5/18 午前
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OPIE展示受付

光ファイバーゾーン

レーザー照明・ディスプレイゾーン

展示会場小間割図
会期：5月18日（水）～20日（金）　会場：パシフィコ横浜　展示ホールA, B

入場がスムーズになる来場事前登録は下記WEBサイトより行えます。
http://www.opie.jp/regist.php
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光測定＆ポジショニングEXPO
マイクロ・ナノ応用技術展

（4月18日時点）
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【ア】
I-26 Archer Optx, Inc.（レンズ）
N-3 ㈱アートレイ（赤外・紫外）
C-30 ㈱アイ・アール・システム（宇宙・天文）
L-25 ㈱アイセイ（レンズ）
K-32 アイソー㈱（レンズ）
N-18 IDIL Fibres Optiques（レーザー）
E-5 AkiTech LEO㈱（レーザー）
E-13 アクテス京三㈱（マイクロ・ナノ）
N-4 旭化成エンジニアリング㈱（赤外・紫外）
M-19 旭硝子㈱（レンズ）
D-35 ㈱旭プレシジョン（赤外・紫外）
J-2 ㈱アソー（レンズ）
A-11 アドコム・メディア㈱（レーザー）
D-25 ㈱アド・サイエンス（宇宙・天文）
N-9 ㈱アバールデータ（赤外・紫外）
K-35 A B I L I T Y  O P T O - E L E C T R O N I C S 

TECHNOLOGY CO., LTD.（レンズ）
L-24 天草光学㈱（レンズ）
H-2 アメテック㈱（レンズ）
J-15 アメリカ州政府協会（ASOA）（メディカル）
 ・オハイオ州海外企業誘致オフィス
 ・ノースカロライナ州政府日本事務所
 ・  ペンシルベニア州政府地域振興・経済

開発局 日本投資事務所
D-11 ㈱彩世（レーザー）
K-29 Altechna（レーザー）
E-33 アルワン電子㈱（赤外・紫外）
E-9 AMPLITUDE JAPAN（同）（レーザー）
E-26 ㈱飯田照明（赤外・紫外）
L-4 ㈱飯山特殊硝子（レンズ）
L-8 生田精密研磨㈱（レンズ）
G-25 石川県工業試験場（レーザー）
K-31 ㈱五鈴精工硝子（レンズ）
J-2 （公財）板橋区産業振興公社（レンズ）
K-14 イネイブル㈱（レンズ）
A-23 イノベーションリサーチ㈱（レーザー）
I-13 IMRA America, Inc.（レーザー）
I-2 ㈱インデコ（レーザー）
J-20 ImPACT（革新的研究開発推進プログラム）

（レーザー）
E-36 インフィニテグラ㈱（赤外・紫外）
L-19 ㈱ウィックス（レンズ）
C-14 Wuhan Industrial Institute for Optoelectronics

（レンズ）
C-14 W u h a n  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y  f o r 

Optoelectronics（レンズ）
L-3 ㈲WAVE OPTO（レンズ）
I-34 Wavelength Opto-Electronic（S）Pte Ltd（レ

ンズ）
G-14 ウシオ電機㈱（レーザー／レンズ）
C-35 宇宙航空研究開発機構（JAXA）（宇宙・

天文）
N-16 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター

（レンズ）
E-14 エアロテック㈱（ポジショニング）
N-5 （一社）映像情報メディア学会（OPIE）
L-10 ㈱エイム（レンズ）
J-13 エーアイシー㈱（メディカル）
M-19 AGCテクノグラス㈱（レンズ）
B-1 Angewandte Physik & Elektronik（APE）

GmbH（レーザー）
H-33 ㈱エクスペクトラ（レンズ）
G-25 SIP戦略的イノベーション創造プログラム / 

革新的設計生産技術『高付加価値設計・
製造を実現するレーザーコーティング技
術の研究開発』（レーザー）

J-14 SPIE（レーザー）
K-35 Eterge Opto-Electronics Co., LTD.（レンズ）
G-10 エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱（レ

ーザー）
A-24 NTTアドバンステクノロジ㈱（レーザー）
E-18 エヌピイエス㈱（ポジショニング）
N-2 エバ・ジャパン㈱（宇宙・天文）
L-1 FITリーディンテックス㈱（レンズ）
N-5 FMヨコハマ（OPIE）
E-35 ㈱おいぬビジョン（赤外・紫外）
D-10 応用光研工業㈱（レーザー）
N-5 （公社）応用物理学会（OPIE）
B-12 OSA - The Optical Society（レーザー）
G-25 大阪大学 接合科学研究所（レーザー）
A-2 大阪大学レーザーエネルギー学研究セン

ター（レーザー）
G-25 大阪富士工業㈱（レーザー）
K-17 オーシャンフォトニクス㈱（レーザー）
E-2 オーテックス㈱（レーザー）
N-20 OPI㈱（レーザー）
E-10 ㈲岡本光学加工所（レーザー）
J-25 ㈱オキサイド（レーザー）
C-28 ㈱雄島試作研究所（宇宙・天文）
D-17 ㈱オハラ（レンズ）
C-34 ㈱オハラ（宇宙・天文）
M-7 ㈱オフィールジャパン（レーザー）
L-30 ㈱オプセル（レンズ）
L-12 ㈱オプティカルソリューションズ（レンズ）
G-20 ㈱オプトサイエンス（レーザー）
D-24 オプトシリウス㈱（赤外・紫外）
E-22 Opto Taiwan 2016（PIDA）（レーザー）
A-6 ㈱オプトピア（レーザー）
J-19 ㈱オプトマックス（レーザー）
I-17 ㈱オプトメカトロ（メディカル）
C-8 ㈱オプトライン（レーザー）
A-27 ㈱オプトロニクス社（レーザー）
A-18 オプトワークス㈱（レーザー）
H-34 オムロン㈱（レーザー）
J-2 ㈲オルサ（レンズ）

【カ】
E-39 （一社）化学とマイクロ・ナノシステム学会

（マイクロ・ナノ）
N-15 可視光半導体レーザー応用コンソーシアム

（レーザー）
A-15 カドミ光学工業㈱（レーザー）
N-5 （公財）神奈川科学技術アカデミー（OPIE）
N-5 神奈川県産業技術センター（OPIE）
N-5 神奈川新聞社（OPIE）
K-19 カナレ電気㈱（レーザー）
J-30 KAPID（レーザー）
K-22 カンタムエレクトロニクス㈱（レーザー）
F-19 キーサイト・テクノロジー（同）（ポジシ

ョニング）
J-27 ㈱キーストンインターナショナル（レー

ザー）
L-22 ㈱木下光学研究所（レンズ）
J-10 キヤノンマーケティングジャパン㈱（レ

ンズ）
H-14 QED Technologies（レンズ）
D-22 ㈱QDレーザ（レーザー）
A-25 強光子場科学研究懇談会（レーザー）
C-16 ㈱協成（レンズ）
M-17 京セラオプテック㈱（レンズ）
L-20 旭栄研磨加工㈱（レンズ）
E-39 極限ナノ造形・構造物性研究会（応物）（マ

イクロ・ナノ）
K-18 旭光通商㈱（レンズ）

K-25 ㈱清原光学（レンズ）
J-28 ㈱金属被膜研究所（レーザー）
J-2 ㈱金門光波（レンズ）
D-13 Guangzhou SAT Infrared Technology Co., 

Ltd.（赤外・紫外）
I-14 ㈱グラビトン（メディカル）
D-18 クロマテクノロジジャパン（レーザー）
N-5 ㈱ケイエスピー（OPIE）
I-20 ケイエルブイ㈱（メディカル）
H-35 ㈱コアオプテック（レンズ）
H-35 ㈱光亜商事（レンズ）
D-20 ㈱光学技研（レーザー）
N-16 光学薄膜研究会（レンズ）
A-8 ㈱光響（レーザー）
K-37 ㈱ゴーフォトン（レンズ）
D-30 コーンズ テクノロジー㈱（赤外・紫外）
L-26 国際商事㈱（レンズ）
C-31 国立天文台（宇宙・天文）
C-13 ㈱コジマエンジニアリング（レンズ）
G-13 コヒレント・ジャパン㈱（レーザー）

【サ】
H-6 サークルアンドスクエア㈱（レンズ）
K-30 サニー・ジャパン㈱（レンズ）
K-21 Sunex Inc.（レンズ）
A-20 澤木工房㈱（レーザー）
A-9 サンインスツルメント㈱（レーザー）
J-28 ㈱三栄精機工業（レーザー）
E-30 ㈱三永電機製作所（赤外・紫外）
F-9 ㈱サンエストレーディング（レーザー）
F-27 国立研究開発法人 産業技術総合研究所（赤

外・紫外）
I-10 ㈱三恵舎（レンズ）
H-34 三郷金属工業㈱（レーザー）
D-27 santec㈱（宇宙・天文）
A-26 ㈲サンプラス（レーザー）
B-7 三立精機㈱（レンズ）
D-8 Jiangsu Yudi Optical Co., Ltd.（レンズ）
A-22 CIOE - China International Optoelectronic 

Exposition（レーザー）
A-12 GEE（レーザー）
N-6 シーシーエス㈱（赤外・紫外）
K-13 CDGM GLASS CO., LTD.（レンズ）
J-31 CBCオプテックス㈱（レンズ）
E-23 シーフォース㈱（マイクロ・ナノ）
M-23 ㈱ジェイテック（レンズ）
E-15 シグマテック㈱（ポジショニング）
E-39 システムナノ技術に関する時限研究専門

委員会（電情）（マイクロ・ナノ）
D-32 次世代宇宙システム技術研究組合（宇宙・

天文）
E-7 ㈲シナノ精密（レーザー）
M-21 ㈱渋谷光学（レンズ）
G-25 ㈱島津製作所（レーザー）
J-33 ㈱島津製作所（レンズ）
L-17 ㈱ジャパンセル（レンズ）
D-29 ㈱ジャパンセル（宇宙・天文）
F-16 ㈱湘南光学工業所（レンズ）
G-29 昭和オプトロニクス㈱（レーザー）
E-39 シリコンフォトニクス時限研究専門委員

会（電情）（マイクロ・ナノ）
F-21 新光電子㈱／ファウルハーバー（ポジシ

ョニング）
D-12 ㈱スキャンソル（レーザー）
L-38 ㈲鈴木光学（レンズ）
B-19 スペクトラ・クエスト・ラボ㈱（レーザー）
M-4 スペクトラ・フィジックス㈱（レーザー）
F-15 住友電気工業㈱伝送デバイス研究所（ポ

出展社/団体一覧（50音順）
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光測定＆ポジショニングEXPO
マイクロ・ナノ応用技術展

（4月18日時点）

ジショニング）
A-19 住友電気工業㈱ハードメタル事業部（レ

ーザー）
A-21 ㈱3Dイノベーション（レーザー）
N-5 （公社）精密工学会（OPIE）
L-36 ㈲セイワ・オプティカル（レンズ）
I-33 Zeus（レーザー）
E-38 ㈱セツヨーアステック（赤外・紫外）
L-21 セラテックジャパン㈱（レンズ）
L-5 ㈲センソファージャパン（レンズ）
B-20 ソーラボジャパン㈱（レーザー）

【タ】
M-16 Tieway Technology（Zhongshan）INC.（レ

ンズ）
E-37 ㈱大興製作所（赤外・紫外）
L-6 ㈱大正光学（レンズ）
K-28 ㈱岳将（レンズ）
J-32 ㈱橘光学（レンズ）
K-26 辰野光学㈱（レンズ）
I-17 ㈱DA Tec（メディカル）
D-28 タレスジャパン㈱（宇宙・天文）
K-25 中央精機㈱（レンズ）
E-21 超3D造形ものづくりネットワーク（マイ

クロ・ナノ）
L-33 ㈲鶴丸産業（レンズ）
I-9 ㈱ティー・イー・エム（レーザー）
I-35 ㈱テクニカル（レンズ）
F-13 テクノハンズ㈱（ポジショニング）
F-23 テクノロジーリンク㈱（ポジショニング）
L-27 ㈱テックサイエンス（レンズ）
C-8 ㈱デルタ光器（レーザー）
E-19 電気通信大学　庄司研究室（マイクロ・

ナノ）
N-5 （一社）電子情報通信学会（OPIE）
L-16 ㈱東海エンジニアリングサービス（レンズ）
D-14 ㈱東京インスツルメンツ（レーザー）
J-34 東京ダイレック㈱（レーザー）
L-15 東洋製罐グループホールディングス㈱（レ

ンズ）
M-9 特別展示 － 世界最大の20インチ径光電子

増倍管（レーザー）
J-29 ㈱トヨテック（レンズ）
F-22 トライオプティクス・ジャパン㈱（レンズ）
D-2 トルンプ㈱（レーザー）
K-32 Dongguan Lambda Optics Technology Co., 

Ltd.（レンズ）
【ナ】
D-26 ナイトライド・セミコンダクター㈱（赤外・

紫外）
E-17 名古屋大学　秦研究室（マイクロ・ナノ）
K-34 夏目光学㈱（レンズ）
E-39 ナノインプリント技術研究会（応物）（マ

イクロ・ナノ）
E-1 ㈱ナノコントロール（レーザー）
J-11 ナルックス㈱（レンズ）
C-18 Nantong Ruisen Optical Element Technology 

Co., LTD.（レンズ）
C-2 ㈱ニコン（レンズ）
L-32 日東光器㈱（レンズ）
F-30 日東樹脂工業㈱（赤外・紫外）
L-28 日邦光學㈱（レンズ）
L-11 ㈱ニデック（レンズ）
N-5 （一社）日本インダストリアルイメージング

協会（OPIE）
L-29 （一社）日本オプトメカトロニクス協会（レ

ンズ）
N-5 （公社）日本技術士会（OPIE）

N-10 日本結晶光学㈱（赤外・紫外）
G-25 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構

（レーザー）
L-23 （一社）日本光学会（レンズ）
N-5 （一社）日本光学硝子工業会（OPIE）
N-5 日本光学測定機工業会（OPIE）
M-19 日本真空光学㈱（レンズ）
N-5 日本精密測定機器工業会（OPIE）
E-29 日本赤外線学会（赤外・紫外）
A-14 日本デバイス㈱（レーザー）
J-2 日本特殊光学樹脂㈱（レンズ）
F-28 日本ピー・アイ㈱（赤外・紫外）
N-16 NPO法人 日本フォトニクス協議会（レンズ）
N-5 （公社）日本分光学会（OPIE）
A-1 日本マルコ㈱（レーザー）
B-2 ㈱日本レーザー（レーザー）
N-5 （一社）日本ロボット学会（OPIE）
D-7 ネオアーク㈱（レーザー）
A-3 ㈱ネオトロン（レーザー）
N-21 ㈲ノーツアンドクロス（レンズ）

【ハ】
F-17 ㈱ハイテック（レーザー）
E-38 High Power Lighting（赤外・紫外）
B-21 ハイフィネス・ジャパン㈱（レーザー）
N-13 パイフォトニクス㈱（レーザー）
I-32 BASO Precision Optics Ltd.（レンズ）
K-9 パナソニックFSエンジニアリング㈱（レ

ンズ）
I-28 ㈱ハナムラオプティクス（レーザー）
M-10 浜松ホトニクス㈱（レーザー）
M-24 林時計工業㈱（レンズ）
F-10 ピーアイ・ジャパン㈱（ポジショニング）
A-28 BKtelパシフィック・リム㈱（レーザー）
H-34 PCL㈱（レーザー）
I-15 ㈱BWTジャパン（メディカル）
C-2 光ガラス㈱（レンズ）
L-35 （一財）光産業技術振興協会（レーザー）
A-10 光産業創成大学院大学（レーザー）
A-5 NPO法人光ファイバセンシング振興協会

（レーザー）
A-16 光貿易㈱（レーザー）
L-37 光貿易㈱（レンズ）
N-16 微小光学研究会（レンズ）
N-7 ㈱ビジョンセンシング（赤外・紫外）
J-9 ビューラー㈱（レンズ）
A-7 ㈲ファーストライト（レーザー）
B-9 ファイブラボ㈱（レンズ）
G-2 ファナック㈱（レンズ）
H-33 ㈲フィット（レンズ）
C-26 Finger Lakes Instrumentation（宇宙・天文）
N-19 ㈱フェイラ（レーザー）
D-33 Phoseon Technology Japan㈱（赤外・紫外）
B-1 フォトテクニカ㈱（レーザー）
N-5 フォトニクス分科会（応物）（OPIE）
J-18 PHOTONICS MEDIA（レーザー）
J-35 PHOTON ENGINEERING LLC（レンズ）
M-2 フォトンリサーチ㈱（レーザー）
M-13 藤井光学㈱（レンズ）
H-34 富士高周波工業㈱（レーザー）
E-25 フジトク㈱（赤外・紫外）
C-22 プネウム㈱（レーザー）
L-14 ㈱プラスチック光学（レンズ）
E-34 フリアーシステムズジャパン㈱（赤外・

紫外）
G-25 古河電気工業㈱（レーザー）
D-34 ProLight Opto（赤外・紫外）
H-8 ㈱プロリンクス（レーザー）

I-18 ㈱分光応用技術研究所（メディカル）
L-13 分光計器㈱（レンズ）
C-25 ヘルツ㈱（宇宙・天文）
F-29 Hellma Materials GmbH（赤外・紫外）
I-5 鳳凰光学股份有限公司（レンズ）
L-34 堀田光学工業㈱（レンズ）
I-36 ㈱ホッタレンズ（レンズ）
K-2 ポリテックジャパン㈱（レーザー）
B-17 ㈱堀場製作所（レーザー）
M-15 HongJing Optical Technology Co., Ltd.（レンズ）

【マ】
N-11 MicroVision, Inc.（レーザー）
E-39 （一財）マイクロマシンセンター（マイク

ロ・ナノ）
J-22 丸文㈱（レーザー）
A-13 三田技研㈲（レーザー）
L-7 武蔵オプティカルシステム㈱（レンズ）
D-21 ㈱ムラキ（レンズ）
G-25 ㈱村谷機械製作所（レーザー）
E-16 ㈱メステック（ポジショニング）
J-21 （一社）メディカル・イメージング・コン

ソーシアム（メディカル）
A-17 メルク㈱（レンズ）
K-33 メレスグリオ㈱（レーザー）

【ヤ】
L-18 山下マテリアル㈱（レンズ）
E-31 山村フォトニクス㈱（赤外・紫外）
J-26 山本光学㈱（レーザー）
D-31 ユーヴィックス㈱（赤外・紫外）
J-2 ㈱ユーカリ光学研究所（レンズ）
I-12 ㈱ユーテクノロジー（レンズ）
J-2 ユニオン光学㈱（レンズ）
D-36 Unistars Corporation（赤外・紫外）
J-13 EURESYS s.a.（メディカル）
E-21 横浜国立大学　丸尾研究室（マイクロ・

ナノ）
【ラ】
F-25 Lighten Corp（赤外・紫外）
B-1 Light Conversion Ltd.（レーザー）
N-1 REOSC（宇宙・天文）
K-8 LIDA OPTICAL AND ELECTRONIC CO., 

LTD.（レンズ）
F-14 ㈱リッカンウイル（レーザー）
K-36 ㈱菱光社（レンズ）
E-20 リンカーズ㈱（ポジショニング）
K-10 ㈱ルクスレイ（レーザー）
J-2 ㈱ルケオ（レンズ）
N-22 ㈱ルミネックス（レーザー）
B-14 レイチャーシステムズ㈱（レーザー）
H-34 レーザー加工質問コーナー（レーザー）
A-2 （一社）レーザー学会（レーザー）
A-2 （公財）レーザー技術総合研究所（レーザ

ー）
A-29 レーザー・コンシェルジェ㈱（レーザー）
M-1 Laser Focus World Japan（レーザー）
H-34 （一社）レーザプラットフォーム協議会（レ

ーザー）
N-5 レーザー輸入振興協会（OPIE）
D-15 LASER World of PHOTONICS（Messe 

Muenchen）（レーザー）
J-36 LEONI Fiber Optics GmbH（レーザー）
E-24 レニショー㈱（ポジショニング）
J-13 レボックス㈱（メディカル）

【ワ】
L-31 ㈱ワイ・イー・データ（レーザー）
L-9 ㈱和絋工業（レンズ）
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OPIE ’16 の見どころ

■ 内閣府が主導するSIP戦略的イノベーション創造プログラム／革新的設計生産技術『高付加価値設計・製造を実現する
　 レーザーコーティング技術の研究開発』に関する特別展示が毎日行なわれます。＜Booth No. G-25＞
■ レーザー加工に関する無料質問コーナーが隣接されます。＜Booth No. H-34＞
■ スーパーカミオカンデに設置された世界最大の20インチ径光電子増倍管が特別展示されます。＜Booth No. M-9＞
■ 展示会会場内、アネックスホールにて各種セミナー、講演会が多数開催されます。

午　前

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-1 コース】　レーザー入門 (1)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 レーザーを理解するための基礎
 窪寺 昌一 氏（創価大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-1 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (1)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:50 レンズ入門
 河合　滋 氏（㈱オプト・イーカレッジ）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:00-12:20 収差入門
 荒木 敬介 氏（キヤノン㈱／宇都宮大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-1 コース】　赤外線技術の基礎
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 赤外線の基礎
 廣本 宣久 氏（静岡大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 赤外線計測の実際
 水谷 耕平 氏（情報通信研究機構）　　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 赤外透過材料の基礎～ガラス材料を中心に
 沢登 成人 氏（㈱住田光学ガラス）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-2 コース】　レーザー入門 (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザー光をうまく使うための光学の基礎
 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-2 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:30 波動光学の基礎と光学系評価への応用
 山本 公明 氏（KM オプトラボ）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:40-16:00 OTF 入門
 志村　努 氏（東京大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-2 コース】　紫外線技術の基礎
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 紫外線の基礎
 佐々木 政子 氏（東海大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 殺菌用紫外 LED の開発と今後の展望
 平山 秀樹 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 固体レーザー、ファイバーレーザーを利用した
 産業用紫外線レーザー
 和田 智之 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

5月18日（水）

5月19日（木）

5月20日（金）

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

「レーザー光を用いた
　超精密・超微細3Dプリンティングの最前線」

■ 主　催：超3Ｄ造形ものづくりネットワーク
　　　　 　月刊OPTRONICS
■ 日　時：5月18日（水）9:30～16:15
■ 会　場：アネックスホール F203
■ 受講料：
■ プログラム
　 9:30～9:45　総論 … 丸尾 昭二 先生（横浜国立大学）
　 9:45～10:35　金属レーザー積層造形の最新動向　
　　… 京極 秀樹 先生（近畿大学）
  10:45～11:35　光造形法によるセラミックスの
　　高精細三次元積層造形の最新動向　
　　… 萩原 恒夫 氏（ネクストラボラトリー）
  12:45～13:35　フェムト秒レーザーを用いた
　　2光子造形による超微細3D造形と応用　
　　… 丸尾 昭二 先生（横浜国立大学）
  13：35～14：25　フェムト秒レーザーを用いた除去／
　　付加複合3次元加工と応用
　　… 杉岡 幸次 氏（理化学研究所）
  14：35～15：25　カーボンナノチューブ含有樹脂を用いた
　　2光子造形法 … 庄司　暁 先生（電気通信大学）
  15：25～16：15　金属酸化物ナノ微粒子を用いた
　　フェムト秒レーザー還元直接描画法
　　… 溝尻 瑞枝 先生（名古屋大学）

午　前

レーザー特別セミナー

【LE-3 コース】　光学素子実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 光学素子の扱い方とメンテナンス
 小松 重彦 氏（シグマ光機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-4 コース】　レーザー基礎実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 レーザーピンセット
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-3 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (3)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:50 光学ガラスの基礎と応用（最近の話題を中心に）
 西澤 紘一 氏（㈱プライムネット）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:00-12:20 フォトニックポリマーの基礎と応用
 （新展開を中心に）
 青崎　耕 氏（旭硝子㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-3 コース】　赤外線技術の応用 (1)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 マルチ／ハイパースペクトル技術 原理と応用 
 選び方・使い方のポイント
 平岩 哲也 氏（コーンズテクノロジー㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 赤外線サーモグラフィの産業への応用
 山越 孝太郎 氏（㈱サーモグラファー）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 農業･食品工学分野への応用
 源川 拓磨 氏（筑波大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-5 コース】　光学素子実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 光学素子の扱い方とメンテナンス
 小松 重彦 氏（シグマ光機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-6 コース】　レーザー基礎実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザーピンセット
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-4 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (4)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:30 回折型レンズの設計
 丸山 晃一 氏（丸山光学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　前

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-7 コース】　自動車の安全を支える光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー点火技術と波及効果
 平等 拓範 氏（自然科学研究機構 分子科学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 インテリジェント・ヘッドランプ
 佐々木　勝 氏（㈱小糸製作所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 自動車の安全を支える赤外線センシング技術
 木股 雅章 氏（立命館大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-5 コース】　レンズの微細加工・計測技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 ELID 鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

10:30-11:25 マイクロレンズの作製・評価
 宮下 隆明 氏（国立天文台）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-5 コース】　紫外線技術の応用 (1) プロセス応用
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線ビジネスの可能性
 豊田 悠也 氏（ユーヴィックス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 UV-LED による水殺菌
 越智 鉄美 氏（日機装技研㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 UV インクジェットプリンター用 UV-LED
 佐藤 武彦 氏（富士フイルム㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル・イメージング特別セミナー

【MI-1 コース】　医療に使われている光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 医療に寄り添う光技術
 石原 美弥 氏（防衛医科大学校）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 事例：イメージセンサの医療応用
 太田　淳 氏（奈良先端科学技術大学院大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 事例：OCT(Optical Coherence Tomography）
 装置と光部品
 岩井 俊昭 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-8 コース】　レーザー加工
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 レーザー加工機の現状と今後の展開
 安井 公治 氏（三菱電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-9 コース】　レーザー医療
………………………………………………………………………………………………………………………
14:25-15:20 光コヒーレンストモグラフィ（OCT）を中心とした
 生体の構造・生理機能計測
 近江 雅人 氏（大阪大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-10 コース】　レーザー安全
………………………………………………………………………………………………………………………
15:40-16:35 レーザー製品の安全基準（JIS C 6802:2014 を
 中心に）
 久米 宗太 氏（日本品質保証機構）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-6 コース】　光学機器の実際
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 顕微鏡の光学系
 松爲 久美子 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 近接撮影可能カメラ「OLYMPUS TG-4」の
 マクロシステム
 吉田　仁 氏（オリンパス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

価格 B

価格 B

価格 B

価格 B

価格 A

価格 A

価格 A

価格 D

価格 A

価格 A

価格 A

併設特別セミナー

月刊OPTRONICS5月号　特集連動特別講演会

SA-1「JAXA（相模原）の研究者が語る
　宇宙コース」
■ 日　時：5月18日（水）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F205
■ プログラム
　 9:30-10:25　月着陸ミッションのSLIM計画
　　… 坂井 真一郎 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　超小型惑星探査機PROCYON（プロキオン）の
　　観測装置　
　　… 亀田 真吾 氏（立教大学）
　 11:30-12:25　世界の金星探査と日本の挑戦　
　　… 中村 正人 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文EXPO 特別講演会

聴講無料

聴講無料

SA-2「JAXA（つくば）の研究者が語る宇宙コース」
■ 日　時：5月19日（木）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F203
■ プログラム
　 9:30-10:25　地球観測用赤外線センサの基礎
　　… 片山 晴善 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　衛星搭載ライダーによる地球観測　
　　… 今井　正 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 11:30-12:25　8年目を迎えた温室効果ガス観測技術衛星
　　GOSATの活用術 … 久世 暁彦 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文EXPO 特別講演会

聴講無料
聴講有料

聴講有料

併設特別セミナー 聴講有料

併設特別セミナー 聴講有料

「レーザー微細加工セミナー」
■ 日　時：5月18日（水）11:00～13:30
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　 11:00～11:45　短パルスレーザーの特性と微細加工応用
　　… 藤田 雅之 先生（レーザー技術総合研究所）
　 11:45～12:15　自動車分野におけるレーザーを用いた微細加工
　　… 榊田 正之 氏（㈱タマリ工業）
　 12:15～12:45　微細レーザー加工機とそのアプリケーション
　　… 中川 清隆 氏（三菱重工工作機械㈱）
　 12:45～13:30　Coherent Inc 50年の歴史とレーザー微細加工応用
　　… 山崎 達三 氏（コヒレント・ジャパン㈱）

特別講演会

聴講無料■ 日　時：5月18日（水）14:00～
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　-The Optical Society Celebrates a Century of Innovation
　-Frontiers and Opportunities in Biomedical Photonics
　… Dr. Thomas M. Baer（Stanford Photonics Research 
　　 Center）

OSA創立100周年記念講演会

聴講無料「レーザー照明・ディスプレイ
　－究極の照明・ディスプレイを目指して－」

■ 日　時：5月19日（木）
■ 時　間：12:45～14:35／14:55～16:45（同内容を2回開催）

■ 会　場：アネックスホール F203
■ 主　催：可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／
　 　　　　オプトロニクス社
■ 企画協力：日本光学会　レーザーディスプレイ技術研究グループ
■ プログラム
　 挨拶 … 黒田 和男 先生（日本光学会 会長）
　 可視光半導体レーザーの基礎と展開 … 八木 哲哉 氏（三菱電機㈱）
　 スペックルノイズの基礎 … 黒田 和男 先生（宇都宮大学）
　 レーザー照明・ディスプレイ応用 … 山本 和久 先生（大阪大学）

レーザー照明・ディスプレイ刊行記念特別講演会

会場：LE-3 は アネックスホール F201
　　　LE-4 は アネックスホール F205

会場：LE-5 は アネックスホール F201
　　　LE-6 は アネックスホール F205

要事前登録。聴講券は当日、展示会場内のオプトロニクス社ブースで配布いたします。

OSA … 米国光学会

14:40-16:00 光学薄膜の設計･成膜・測定の基礎
 鎌田 剛忠 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-4 コース】　赤外線技術の応用 (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 防衛分野における赤外線技術
 土志田　実 氏（防衛装備庁）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 非冷却型＆量子型カメラの開発とその問題点について
 水戸 康生 氏（㈱ビジョンセンシング）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 赤外線（カメラ・機器）の市場動向
 高澤 里美 氏（㈱テクノ・システム・リサーチ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

15:10-16:05 LED 照明における照明光学設計
 牛山 善太 氏（㈱タイコ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-6 コース】　紫外線技術の応用 (2) 健康・医療
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光触媒の基礎と応用、未来への展望
 ～快適で持続可能な社会のために～
 落合　剛 氏（神奈川科学技術アカデミー）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 日焼け止め化粧品（サンスクリーン）とその効果
 評価法について
 長沼 雅子 氏（武蔵野大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 紫外線の医療への応用
 （安全な治療器開発をするために）
 木村　誠 氏（ウシオ電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

光測定＆ポジショニング特別セミナー

【MP-1 コース】　精密位置決めの現在
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 精密位置決め装置の動向と高精度化技術
 佐藤 海二 氏（東京工業大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 プローブ顕微鏡関連の位置決め技術
 岩田　太 氏（静岡大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 精密位置決め機構の構成法と要素技術の動向
 深田 茂生 氏（信州大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【MP-2 コース】　光測定の現在と IoT
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 高速変調レーザ光による精密変位測定
 田中 洋介 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 微弱発光計測を用いた食品品質評価
 萩原 昌司 氏（農研機構 食品総合研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 はじめよう IoT～モノのインターネットの紹介（仮）

 河村 雅人 氏（㈱ NTT データ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

併催イベント
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光測定＆ポジショニングEXPO
マイクロ・ナノ応用技術展

OPIE ’16 の見どころ

■ 内閣府が主導するSIP戦略的イノベーション創造プログラム／革新的設計生産技術『高付加価値設計・製造を実現する
　 レーザーコーティング技術の研究開発』に関する特別展示が毎日行なわれます。＜Booth No. G-25＞
■ レーザー加工に関する無料質問コーナーが隣接されます。＜Booth No. H-34＞
■ スーパーカミオカンデに設置された世界最大の20インチ径光電子増倍管が特別展示されます。＜Booth No. M-9＞
■ 展示会会場内、アネックスホールにて各種セミナー、講演会が多数開催されます。

午　前

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-1 コース】　レーザー入門 (1)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 レーザーを理解するための基礎
 窪寺 昌一 氏（創価大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-1 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (1)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:50 レンズ入門
 河合　滋 氏（㈱オプト・イーカレッジ）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:00-12:20 収差入門
 荒木 敬介 氏（キヤノン㈱／宇都宮大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-1 コース】　赤外線技術の基礎
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 赤外線の基礎
 廣本 宣久 氏（静岡大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 赤外線計測の実際
 水谷 耕平 氏（情報通信研究機構）　　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 赤外透過材料の基礎～ガラス材料を中心に
 沢登 成人 氏（㈱住田光学ガラス）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-2 コース】　レーザー入門 (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザー光をうまく使うための光学の基礎
 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-2 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:30 波動光学の基礎と光学系評価への応用
 山本 公明 氏（KM オプトラボ）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:40-16:00 OTF 入門
 志村　努 氏（東京大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-2 コース】　紫外線技術の基礎
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 紫外線の基礎
 佐々木 政子 氏（東海大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 殺菌用紫外 LED の開発と今後の展望
 平山 秀樹 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 固体レーザー、ファイバーレーザーを利用した
 産業用紫外線レーザー
 和田 智之 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

5月18日（水）

5月19日（木）

5月20日（金）

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

「レーザー光を用いた
　超精密・超微細3Dプリンティングの最前線」

■ 主　催：超3Ｄ造形ものづくりネットワーク
　　　　 　月刊OPTRONICS
■ 日　時：5月18日（水）9:30～16:15
■ 会　場：アネックスホール F203
■ 受講料：
■ プログラム
　 9:30～9:45　総論 … 丸尾 昭二 先生（横浜国立大学）
　 9:45～10:35　金属レーザー積層造形の最新動向　
　　… 京極 秀樹 先生（近畿大学）
  10:45～11:35　光造形法によるセラミックスの
　　高精細三次元積層造形の最新動向　
　　… 萩原 恒夫 氏（ネクストラボラトリー）
  12:45～13:35　フェムト秒レーザーを用いた
　　2光子造形による超微細3D造形と応用　
　　… 丸尾 昭二 先生（横浜国立大学）
  13：35～14：25　フェムト秒レーザーを用いた除去／
　　付加複合3次元加工と応用
　　… 杉岡 幸次 氏（理化学研究所）
  14：35～15：25　カーボンナノチューブ含有樹脂を用いた
　　2光子造形法 … 庄司　暁 先生（電気通信大学）
  15：25～16：15　金属酸化物ナノ微粒子を用いた
　　フェムト秒レーザー還元直接描画法
　　… 溝尻 瑞枝 先生（名古屋大学）

午　前

レーザー特別セミナー

【LE-3 コース】　光学素子実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 光学素子の扱い方とメンテナンス
 小松 重彦 氏（シグマ光機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-4 コース】　レーザー基礎実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 レーザーピンセット
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-3 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (3)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:50 光学ガラスの基礎と応用（最近の話題を中心に）
 西澤 紘一 氏（㈱プライムネット）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:00-12:20 フォトニックポリマーの基礎と応用
 （新展開を中心に）
 青崎　耕 氏（旭硝子㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-3 コース】　赤外線技術の応用 (1)
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 マルチ／ハイパースペクトル技術 原理と応用 
 選び方・使い方のポイント
 平岩 哲也 氏（コーンズテクノロジー㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 赤外線サーモグラフィの産業への応用
 山越 孝太郎 氏（㈱サーモグラファー）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 農業･食品工学分野への応用
 源川 拓磨 氏（筑波大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-5 コース】　光学素子実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 光学素子の扱い方とメンテナンス
 小松 重彦 氏（シグマ光機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-6 コース】　レーザー基礎実験 ＜実習＞
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザーピンセット
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-4 コース】　レンズ設計・評価のための光学基礎 (4)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:30 回折型レンズの設計
 丸山 晃一 氏（丸山光学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　前

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-7 コース】　自動車の安全を支える光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー点火技術と波及効果
 平等 拓範 氏（自然科学研究機構 分子科学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 インテリジェント・ヘッドランプ
 佐々木　勝 氏（㈱小糸製作所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 自動車の安全を支える赤外線センシング技術
 木股 雅章 氏（立命館大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-5 コース】　レンズの微細加工・計測技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 ELID 鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

10:30-11:25 マイクロレンズの作製・評価
 宮下 隆明 氏（国立天文台）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-5 コース】　紫外線技術の応用 (1) プロセス応用
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線ビジネスの可能性
 豊田 悠也 氏（ユーヴィックス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 UV-LED による水殺菌
 越智 鉄美 氏（日機装技研㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 UV インクジェットプリンター用 UV-LED
 佐藤 武彦 氏（富士フイルム㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル・イメージング特別セミナー

【MI-1 コース】　医療に使われている光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 医療に寄り添う光技術
 石原 美弥 氏（防衛医科大学校）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 事例：イメージセンサの医療応用
 太田　淳 氏（奈良先端科学技術大学院大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 事例：OCT(Optical Coherence Tomography）
 装置と光部品
 岩井 俊昭 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-8 コース】　レーザー加工
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 レーザー加工機の現状と今後の展開
 安井 公治 氏（三菱電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-9 コース】　レーザー医療
………………………………………………………………………………………………………………………
14:25-15:20 光コヒーレンストモグラフィ（OCT）を中心とした
 生体の構造・生理機能計測
 近江 雅人 氏（大阪大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-10 コース】　レーザー安全
………………………………………………………………………………………………………………………
15:40-16:35 レーザー製品の安全基準（JIS C 6802:2014 を
 中心に）
 久米 宗太 氏（日本品質保証機構）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-6 コース】　光学機器の実際
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 顕微鏡の光学系
 松爲 久美子 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 近接撮影可能カメラ「OLYMPUS TG-4」の
 マクロシステム
 吉田　仁 氏（オリンパス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

価格 B

価格 B

価格 B

価格 B

価格 A

価格 A

価格 A

価格 D

価格 A

価格 A

価格 A

併設特別セミナー

月刊OPTRONICS5月号　特集連動特別講演会

SA-1「JAXA（相模原）の研究者が語る
　宇宙コース」
■ 日　時：5月18日（水）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F205
■ プログラム
　 9:30-10:25　月着陸ミッションのSLIM計画
　　… 坂井 真一郎 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　超小型惑星探査機PROCYON（プロキオン）の
　　観測装置　
　　… 亀田 真吾 氏（立教大学）
　 11:30-12:25　世界の金星探査と日本の挑戦　
　　… 中村 正人 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文EXPO 特別講演会

聴講無料

聴講無料

SA-2「JAXA（つくば）の研究者が語る宇宙コース」
■ 日　時：5月19日（木）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F203
■ プログラム
　 9:30-10:25　地球観測用赤外線センサの基礎
　　… 片山 晴善 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　衛星搭載ライダーによる地球観測　
　　… 今井　正 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 11:30-12:25　8年目を迎えた温室効果ガス観測技術衛星
　　GOSATの活用術 … 久世 暁彦 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文EXPO 特別講演会

聴講無料
聴講有料

聴講有料

併設特別セミナー 聴講有料

併設特別セミナー 聴講有料

「レーザー微細加工セミナー」
■ 日　時：5月18日（水）11:00～13:30
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　 11:00～11:45　短パルスレーザーの特性と微細加工応用
　　… 藤田 雅之 先生（レーザー技術総合研究所）
　 11:45～12:15　自動車分野におけるレーザーを用いた微細加工
　　… 榊田 正之 氏（㈱タマリ工業）
　 12:15～12:45　微細レーザー加工機とそのアプリケーション
　　… 中川 清隆 氏（三菱重工工作機械㈱）
　 12:45～13:30　Coherent Inc 50年の歴史とレーザー微細加工応用
　　… 山崎 達三 氏（コヒレント・ジャパン㈱）

特別講演会

聴講無料■ 日　時：5月18日（水）14:00～
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　-The Optical Society Celebrates a Century of Innovation
　-Frontiers and Opportunities in Biomedical Photonics
　… Dr. Thomas M. Baer（Stanford Photonics Research 
　　 Center）

OSA創立100周年記念講演会

聴講無料「レーザー照明・ディスプレイ
　－究極の照明・ディスプレイを目指して－」

■ 日　時：5月19日（木）
■ 時　間：12:45～14:35／14:55～16:45（同内容を2回開催）

■ 会　場：アネックスホール F203
■ 主　催：可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／
　 　　　　オプトロニクス社
■ 企画協力：日本光学会　レーザーディスプレイ技術研究グループ
■ プログラム
　 挨拶 … 黒田 和男 先生（日本光学会 会長）
　 可視光半導体レーザーの基礎と展開 … 八木 哲哉 氏（三菱電機㈱）
　 スペックルノイズの基礎 … 黒田 和男 先生（宇都宮大学）
　 レーザー照明・ディスプレイ応用 … 山本 和久 先生（大阪大学）

レーザー照明・ディスプレイ刊行記念特別講演会

会場：LE-3 は アネックスホール F201
　　　LE-4 は アネックスホール F205

会場：LE-5 は アネックスホール F201
　　　LE-6 は アネックスホール F205

要事前登録。聴講券は当日、展示会場内のオプトロニクス社ブースで配布いたします。

OSA … 米国光学会

14:40-16:00 光学薄膜の設計･成膜・測定の基礎
 鎌田 剛忠 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-4 コース】　赤外線技術の応用 (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 防衛分野における赤外線技術
 土志田　実 氏（防衛装備庁）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 非冷却型＆量子型カメラの開発とその問題点について
 水戸 康生 氏（㈱ビジョンセンシング）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 赤外線（カメラ・機器）の市場動向
 高澤 里美 氏（㈱テクノ・システム・リサーチ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

15:10-16:05 LED 照明における照明光学設計
 牛山 善太 氏（㈱タイコ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-6 コース】　紫外線技術の応用 (2) 健康・医療
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光触媒の基礎と応用、未来への展望
 ～快適で持続可能な社会のために～
 落合　剛 氏（神奈川科学技術アカデミー）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 日焼け止め化粧品（サンスクリーン）とその効果
 評価法について
 長沼 雅子 氏（武蔵野大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 紫外線の医療への応用
 （安全な治療器開発をするために）
 木村　誠 氏（ウシオ電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

光測定＆ポジショニング特別セミナー

【MP-1 コース】　精密位置決めの現在
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 精密位置決め装置の動向と高精度化技術
 佐藤 海二 氏（東京工業大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 プローブ顕微鏡関連の位置決め技術
 岩田　太 氏（静岡大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 精密位置決め機構の構成法と要素技術の動向
 深田 茂生 氏（信州大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【MP-2 コース】　光測定の現在と IoT
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 高速変調レーザ光による精密変位測定
 田中 洋介 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 微弱発光計測を用いた食品品質評価
 萩原 昌司 氏（農研機構 食品総合研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 はじめよう IoT～モノのインターネットの紹介（仮）

 河村 雅人 氏（㈱ NTT データ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

OPTRONICS（2016）No.5 49



16

価格B

¥28,000

¥26,000

¥26,000

価格C

¥4,500

¥4,000

¥3,500

¥8,000

価格D

¥6,000

¥6,000

午　前

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-7 コース】　自動車の安全を支える光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー点火技術と波及効果
 平等 拓範 氏（自然科学研究機構 分子科学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 インテリジェント・ヘッドランプ
 佐々木　勝 氏（㈱小糸製作所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 自動車の安全を支える赤外線センシング技術
 木股 雅章 氏（立命館大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-5 コース】　レンズの微細加工・計測技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 ELID 鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

10:30-11:25 マイクロレンズの作製・評価
 宮下 隆明 氏（国立天文台）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-5 コース】　紫外線技術の応用 (1) プロセス応用
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線ビジネスの可能性
 豊田 悠也 氏（ユーヴィックス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 UV-LED による水殺菌
 越智 鉄美 氏（日機装技研㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 UV インクジェットプリンター用 UV-LED
 佐藤 武彦 氏（富士フイルム㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル・イメージング特別セミナー

【MI-1 コース】　医療に使われている光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 医療に寄り添う光技術
 石原 美弥 氏（防衛医科大学校）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 事例：イメージセンサの医療応用
 太田　淳 氏（奈良先端科学技術大学院大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 事例：OCT(Optical Coherence Tomography）
 装置と光部品
 岩井 俊昭 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-8 コース】　レーザー加工
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 レーザー加工機の現状と今後の展開
 安井 公治 氏（三菱電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-9 コース】　レーザー医療
………………………………………………………………………………………………………………………
14:25-15:20 光コヒーレンストモグラフィ（OCT）を中心とした
 生体の構造・生理機能計測
 近江 雅人 氏（大阪大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-10 コース】　レーザー安全
………………………………………………………………………………………………………………………
15:40-16:35 レーザー製品の安全基準（JIS C 6802:2014 を
 中心に）
 久米 宗太 氏（日本品質保証機構）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-6 コース】　光学機器の実際
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 顕微鏡の光学系
 松爲 久美子 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 近接撮影可能カメラ「OLYMPUS TG-4」の
 マクロシステム
 吉田　仁 氏（オリンパス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

価格 C

価格 C

価格 C

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

SA-3「国立天文台の研究者が語る天文コース」

■ 日　時：5月20日（金）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F203
■ プログラム
　 9:30-10:25　TMTのファーストライト観測装置 IRIS
　　（赤外線撮像分光装置）
　　… 早野　裕 氏（国立天文台）
　 10:30-11:25　すばる、アルマ、そしてTMTで解剖する
　　 銀河・銀河団の形成　
　　… 兒玉 忠恭 氏（国立天文台）
　 11:30-12:25　赤外線位置天文観測衛星JASMINEで挑む
　　 星の地図と運動に隠された謎　
　　… 郷田 直輝 氏（国立天文台）

宇宙・天文EXPO 特別講演会

聴講無料

一　般

価格A

主催・協賛団体会員※／出展社

月刊OPTRONICS定期購読者

¥13,000

¥26,000 ¥1,000 ¥3,000学　生 ¥3,000

¥10,000

¥9,000

受講料

支払方法

1コースの税込価格

定　員 1コース6０～100名 （コースによって異なります。定員になり次第締切らせていただきます）

■ 銀行振込 …… 受講証引換券と一緒に請求書を送付いたし
ますので指定金融機関に期日までにお振込み下さい。

【事前申込締切： 5月10日（火）／支払期限： 5月20日(金)】

注） 5月11日（水）以降のお申込みにつきましては、会期中の特別セ
ミナー受付にてお支払下さい（現金払いのみ）。なお、当日は、受講証
引換券を必ずご持参の上、特別セミナー受付までお越し下さい。

事前（5/10 まで）にお申込みいただいた方のみ対象となります。定期購読も同時にお申込みいただけます。

聴講有料イベント募集要項

会場：
アネックスホール F205

会場：MP-1 は アネックスホール F205 / MP-2 は アネックスホール F203

15:10-16:05 LED 照明における照明光学設計
 牛山 善太 氏（㈱タイコ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-6 コース】　紫外線技術の応用 (2) 健康・医療
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光触媒の基礎と応用、未来への展望
 ～快適で持続可能な社会のために～
 落合　剛 氏（神奈川科学技術アカデミー）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 日焼け止め化粧品（サンスクリーン）とその効果
 評価法について
 長沼 雅子 氏（武蔵野大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 紫外線の医療への応用
 （安全な治療器開発をするために）
 木村　誠 氏（ウシオ電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

光測定＆ポジショニング特別セミナー

【MP-1 コース】　精密位置決めの現在
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 精密位置決め装置の動向と高精度化技術
 佐藤 海二 氏（東京工業大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 プローブ顕微鏡関連の位置決め技術
 岩田　太 氏（静岡大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 精密位置決め機構の構成法と要素技術の動向
 深田 茂生 氏（信州大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【MP-2 コース】　光測定の現在と IoT
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 高速変調レーザ光による精密変位測定
 田中 洋介 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 微弱発光計測を用いた食品品質評価
 萩原 昌司 氏（農研機構 食品総合研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 はじめよう IoT～モノのインターネットの紹介（仮）

 河村 雅人 氏（㈱ NTT データ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

WEBサイトよりお申込み下さい
（アドレスはP.52参照）。
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光測定＆ポジショニングEXPO
マイクロ・ナノ応用技術展

価格B

¥28,000

¥26,000

¥26,000

価格C

¥4,500

¥4,000

¥3,500

¥8,000

価格D

¥6,000

¥6,000

午　前

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-7 コース】　自動車の安全を支える光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー点火技術と波及効果
 平等 拓範 氏（自然科学研究機構 分子科学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 インテリジェント・ヘッドランプ
 佐々木　勝 氏（㈱小糸製作所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 自動車の安全を支える赤外線センシング技術
 木股 雅章 氏（立命館大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-5 コース】　レンズの微細加工・計測技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 ELID 鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………

10:30-11:25 マイクロレンズの作製・評価
 宮下 隆明 氏（国立天文台）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-5 コース】　紫外線技術の応用 (1) プロセス応用
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線ビジネスの可能性
 豊田 悠也 氏（ユーヴィックス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 UV-LED による水殺菌
 越智 鉄美 氏（日機装技研㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 UV インクジェットプリンター用 UV-LED
 佐藤 武彦 氏（富士フイルム㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル・イメージング特別セミナー

【MI-1 コース】　医療に使われている光技術
………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 医療に寄り添う光技術
 石原 美弥 氏（防衛医科大学校）　
………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 事例：イメージセンサの医療応用
 太田　淳 氏（奈良先端科学技術大学院大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 事例：OCT(Optical Coherence Tomography）
 装置と光部品
 岩井 俊昭 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【LE-8 コース】　レーザー加工
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 レーザー加工機の現状と今後の展開
 安井 公治 氏（三菱電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-9 コース】　レーザー医療
………………………………………………………………………………………………………………………
14:25-15:20 光コヒーレンストモグラフィ（OCT）を中心とした
 生体の構造・生理機能計測
 近江 雅人 氏（大阪大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【LE-10 コース】　レーザー安全
………………………………………………………………………………………………………………………
15:40-16:35 レーザー製品の安全基準（JIS C 6802:2014 を
 中心に）
 久米 宗太 氏（日本品質保証機構）　
………………………………………………………………………………………………………………………

レンズ特別セミナー　会場：アネックスホール F202

【LS-6 コース】　光学機器の実際
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 顕微鏡の光学系
 松爲 久美子 氏（㈱ニコン）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 近接撮影可能カメラ「OLYMPUS TG-4」の
 マクロシステム
 吉田　仁 氏（オリンパス㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

価格 C

価格 C

価格 C

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

SA-3「国立天文台の研究者が語る天文コース」

■ 日　時：5月20日（金）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F203
■ プログラム
　 9:30-10:25　TMTのファーストライト観測装置 IRIS
　　（赤外線撮像分光装置）
　　… 早野　裕 氏（国立天文台）
　 10:30-11:25　すばる、アルマ、そしてTMTで解剖する
　　 銀河・銀河団の形成　
　　… 兒玉 忠恭 氏（国立天文台）
　 11:30-12:25　赤外線位置天文観測衛星JASMINEで挑む
　　 星の地図と運動に隠された謎　
　　… 郷田 直輝 氏（国立天文台）

宇宙・天文EXPO 特別講演会

聴講無料

一　般

価格A

主催・協賛団体会員※／出展社

月刊OPTRONICS定期購読者

¥13,000

¥26,000 ¥1,000 ¥3,000学　生 ¥3,000

¥10,000

¥9,000

受講料

支払方法

1コースの税込価格

定　員 1コース6０～100名 （コースによって異なります。定員になり次第締切らせていただきます）

■ 銀行振込 …… 受講証引換券と一緒に請求書を送付いたし
ますので指定金融機関に期日までにお振込み下さい。

【事前申込締切： 5月10日（火）／支払期限： 5月20日(金)】

注） 5月11日（水）以降のお申込みにつきましては、会期中の特別セ
ミナー受付にてお支払下さい（現金払いのみ）。なお、当日は、受講証
引換券を必ずご持参の上、特別セミナー受付までお越し下さい。

事前（5/10 まで）にお申込みいただいた方のみ対象となります。定期購読も同時にお申込みいただけます。

聴講有料イベント募集要項

会場：
アネックスホール F205

会場：MP-1 は アネックスホール F205 / MP-2 は アネックスホール F203

15:10-16:05 LED 照明における照明光学設計
 牛山 善太 氏（㈱タイコ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

赤外・紫外特別セミナー　会場：アネックスホール F204

【UI-6 コース】　紫外線技術の応用 (2) 健康・医療
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 光触媒の基礎と応用、未来への展望
 ～快適で持続可能な社会のために～
 落合　剛 氏（神奈川科学技術アカデミー）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 日焼け止め化粧品（サンスクリーン）とその効果
 評価法について
 長沼 雅子 氏（武蔵野大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 紫外線の医療への応用
 （安全な治療器開発をするために）
 木村　誠 氏（ウシオ電機㈱）　
………………………………………………………………………………………………………………………

光測定＆ポジショニング特別セミナー

【MP-1 コース】　精密位置決めの現在
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 精密位置決め装置の動向と高精度化技術
 佐藤 海二 氏（東京工業大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 プローブ顕微鏡関連の位置決め技術
 岩田　太 氏（静岡大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 精密位置決め機構の構成法と要素技術の動向
 深田 茂生 氏（信州大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………

【MP-2 コース】　光測定の現在と IoT
………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 高速変調レーザ光による精密変位測定
 田中 洋介 氏（東京農工大学）　
………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 微弱発光計測を用いた食品品質評価
 萩原 昌司 氏（農研機構 食品総合研究所）　
………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 はじめよう IoT～モノのインターネットの紹介（仮）

 河村 雅人 氏（㈱ NTT データ）　
………………………………………………………………………………………………………………………

WEBサイトよりお申込み下さい
（アドレスはP.52参照）。

出展社技術セミナー／ JIALアドバンストテクノロジーセミナー　プログラム

【EX-7】12：45 ～ 13：35

㈱アバールデータ
可視光からSWIR光をカバーする分光用カメラ
及び波長可変型光源
長谷川 孝美 氏（㈱ブルービジョン）

【EX-6】11：00 ～ 11：50

ナルックス㈱
超高精度・微細加工技術を用いた車載および
内視鏡向け光学部品のご紹介
下山 宣明 氏（ナルックス㈱営業本部大阪営業課 係長）

【EX-12】12：45 ～ 13：35

QED Technologies
MRF/SSIの最新の技術について
関口 修利 氏（QED Technologies International Inc, 
Japan Business Manager）

【EX-11】11：00 ～ 11：50

アメテック㈱
非接触高速 高精度3D非球面形状測定システムの
紹介
熊佐 淳司 氏（アメテック㈱テーラーホブソン事業部
アジアアプリケーションMgr）

【EX-2】12：45 ～ 13：35

ピーアイ・ジャパン㈱
モーション・位置決めシステムのご紹介

【EX-8】13：50 ～ 14：40

㈱プロリンクス
汎用電磁場追跡ソフトウェア VirtualLab による
レーザー光学系の解析
藤代 尚文 氏（アストロオプト・代表）

【EX-13】13：50 ～ 14：40

パナソニックFSエンジニアリング㈱
【EX-3】13：50 ～ 14：40

ケイエルブイ㈱
小型・高解像度化が進む
ハイパースペクトルカメラ

【EX-9】14：55 ～ 15：45

ケイエルブイ㈱
小型・高解像度化が進む
ハイパースペクトルカメラ

【EX-10】16：00 ～ 16：50

ケイエルブイ㈱
波長可変光源ライトレプリケーターの
アプリケーション

【EX-15】16：00 ～ 16：50

プライムネット㈱

【EX-14】14：55 ～ 15：45

ケイエルブイ㈱
波長可変光源ライトレプリケーターの
アプリケーション

【EX-4】14：55 ～ 15：45

レニショー㈱
ラマン分光顕微鏡を用いた生体サンプルの非破壊・
非接触・非染色バイオメディカルイメージング
渡部 直樹 氏（レニショー㈱）

【JS-13】10：35 ～ 11：25

㈱日本レーザー
中赤外領域（4-11um）の光源及び
アプリケーションの紹介
西本 俊行 氏（㈱日本レーザー 大阪支店 副課長）

【JS-1】10：15 ～ 11：25

SPIE 基調講演
Measuring the Size of the Global Optics
and Photonics Market
Peter F. Hallett 氏 （SPIE, Director, Marketing
and  Industry Relations）

【JS-7】10：35 ～ 11：25

㈱オプトサイエンス
ファイバ光学によるスペックルスクランブルと
偏波コントロール
Eric Girard氏（GiGa Concept Inc, CEO）

【JS-8】11：40 ～ 12：30

スペクトラ・フィジックス㈱
スペクトラ・フィジックスの最先端、
超短パルスレーザー最前線
髙橋 伴明 氏（スペクトラ・フィジックス㈱）

【JS-2】11：40 ～ 12：30

スペクトラ・フィジックス㈱
産業用微細加工用レーザーの新展開
大野　剛 氏（スペクトラ・フィジックス㈱）

【JS-14】11：40 ～ 12：30

スペクトラ・フィジックス㈱
Industrial fs Lasers for Micro-machining
Applications with Highest Quality and Efficiency
Daniel Achenbach 氏（Spectra-Physics Rankweil）

【JS-9】12：45 ～ 13：35

㈱日本レーザー
InnoSlab増幅技術を搭載した高出力ピコ秒
レーザーによる、多様なアプリケーションの紹介
Dr. Claus Schnitzler（AMPHOS GmbH, 
Managing Partner）

【JS-3】12：45 ～ 13：35

㈱日本レーザー
QCLによる次世代テラヘルツ光源とその応用
冨田 恭平 氏（㈱日本レーザー 副主任）

【JS-15】12：45 ～ 13：35

コヒレント・ジャパン㈱
超高速レーザパワー測定が生み出すレーザー加工
プロセスのタクトタイム短縮と品質向上
吉田 尚彦 氏（コヒレント・ジャパン㈱）

【JS-10】13：50 ～ 14：40

㈱日本レーザー
Quantel社の最新鋭パルス色素レーザー Q-scan
Sebastien Ranc 氏（Regional Sales Manager）

【JS-16】13：50 ～ 14：40

コヒレント・ジャパン㈱
Fiber lasers by Coherent
脇田 和則 氏（コヒレント・ジャパン㈱ 理科学用レーザ
セールスグループ 営業統括マネージャー）

【JS-4】13：50 ～ 14：40

丸文㈱
Onefive社 産業用超短パルスレーザ(仮)

Alexander Lang 氏（Onefive GmbH, Head of
Sales & Marketing）

【EX-1】11：00 ～ 11：50

Jasper Display Corp
Building the Eco-System for the 
Electro-Optics Platform
Will Chan 氏（Jasper Display Corp）

【JS-17】14：55 ～ 15：45

㈱日本レーザー
コンパクトなモジュール構造により省スペース化を
実現した ｋW高輝度ダイレクトダイオードレーザー 
西尾 高樹 氏（㈱日本レーザー 名古屋支店 課長）

5月18日（水）会場

午前

午後

午前

午後

2F
アネックスホール
F-206

1F
展示ホール
特設会場B

5月19日（木） 5月20日（金）

出展社技術セミナー

JIALアドバンストテクノロジーセミナー

聴講無料

聴講無料

OPTRONICS（2016）No.5 51



16

併催イベント

聴講無料

オーテックステクニカルセミナー

お申込みはWEBサイトまで
www.opie.jp/

【5月18日（水）】
11:00 ～ 11:45　◎ ナノインプリントや精密接着などに適した光のみで完全硬化するエポキシ材料 … オーテックス㈱　羽生 千里 氏
13:30 ～ 14:15　◎ 新登場の213nmを始めとし、低価格、高性能ピコ秒レーザーが一堂に会します … Teem Photonics　Antoine Kevorkian 氏
14:30 ～ 15:15　◎ 光源のダイレクト波面計測と多様化する光学系高精度波面計測の注意点と計測における“落とし穴” … Optocraft　Christian Brock 氏

【5月19日（木）】
11:00 ～ 11:45　◎ フェムト秒レーザーが低価格なターンキーシステムでもっと身近に … Kphotonics　Khanh Kieu 氏
13:30 ～ 14:15　◎ 複数の細胞を任意の位置に自在に動かすことが可能なレーザー光ピンセット … Elliot Scientific　Collin Freeland 氏
14:30 ～ 15:15　◎ 超大出力レーザー (100KW級)のＭ²測定方法と熱レンズ効果補正光学系 … Haas Laser Technology　Michael Scaggs 氏

【5月20日（金）】
11:00 ～ 11:45　◎ ここまで見える、ここまで加工できる、高速焦点可変液体レンズ … Tag Optics　Christian Theriault 氏
13:30 ～ 14:15　◎ VHGによる波長安定化を追求した半導体レーザー … Innovative Photonic Solutions　Scott Rudder 氏
14:30 ～ 15:15　◎ 6Dプレシジョンを実現した高精度リニアモーターステージ … ALIO Industries　星合　徹 氏

■ 日程：5月18日（水）～20日（金）　■ 会場：展示ホール 自社ブース内（Booth No. E-2）

同時開催の各種イベントへの
聴講予約・詳細は WEB サイトまで http://www.opie.jp/seminar/OPIE　イベント 検 索

展示会来場事前登録受付中 !!

特典
事前登録された方のうち、会場受付先着3,000名様に

「レーザ製品の手引き」および
「月刊OPTRONICS 2016年4月号、5月号」を進呈！！

月刊OPTRONICS 2016年4月号 レーザ製品の手引き

www.opie.jp/regist.php

入場がスムーズに行える
事前登録（無料）は
今すぐこちらから

オプトロニクス　OPIE 検 索 ▼4月号特集
　「ここに注目！光学設計」
▼5月号特集
　「レーザー光を用いた超精密・超微細3Dプリンティングの最前線」

レーザー加工質問コーナー
5月18日（水）10:00～17:00 5月19日（木）10:00～17:00 5月20日（金）10:00～17:00

▼富士高周波工業㈱
【質問範囲】
・レーザ焼き入れ　・レーザクラッディング

▼三郷金属工業㈱
【質問範囲】
・薄板のレーザ精密溶接　・異材接合

▼PCL㈱
【質問範囲】
・レーザ肉盛り（溶接）　・レーザクリーニング

▼富士高周波工業㈱
【質問範囲】
・レーザ焼き入れ　・レーザクラッディング

▼三郷金属工業㈱
【質問範囲】
・薄板のレーザ精密溶接　・異材接合

▼PCL㈱
【質問範囲】
・レーザ肉盛り（溶接）　・レーザクリーニング

▼富士高周波工業㈱
【質問範囲】
・レーザ焼き入れ　・レーザクラッディング

▼三郷金属工業㈱
【質問範囲】
・薄板のレーザ精密溶接　・異材接合

▼オムロン㈱（オムロンレーザーフロント㈱）
【質問範囲】
・レーザマーキング　・レーザ溶接　・切断
・スクライバ（セラミック）　・薄膜加工
・レーザドット加工（ウェハーマーカ）
・レーザ溶着（樹脂－金属接合樹脂－樹脂接合）
・レーザトリミング　・ウェハトリミング
・レーザ発振器　・レーザドリリング加工
・ガラス加工

▼大阪富士工業㈱
【質問範囲】
・レーザクラッディング

▼㈱村谷機械製作所
【質問範囲】
・レーザ微細溶接　・レーザ精密コーティング
・半導体レーザ加工機

▼大阪富士工業㈱
【質問範囲】
・レーザクラッディング

▼㈱村谷機械製作所
【質問範囲】
・レーザ微細溶接　・レーザ精密コーティング
・半導体レーザ加工機

▼大阪富士工業㈱
【質問範囲】
・レーザクラッディング

▼㈱村谷機械製作所
【質問範囲】
・レーザ微細溶接　・レーザ精密コーティング
・半導体レーザ加工機

相談無料

会場：展示ホール内
　　　ブースNo.H-34

会場：展示ホール内
　　　ブースNo.H-34

会場：展示ホール内
　　　ブースNo.H-34

会場：展示ホール内
　　　ブースNo.G-25

会場：展示ホール内
　　　ブースNo.G-25

会場：展示ホール内
　　　ブースNo.G-25
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第8回　レーザー学会産業賞　授与式
　今年のレーザー学会産業賞が決定した。授賞式はOPIE 

’16会期中の5月19日（木）11:00より，パシフィコ横浜
展示ホール内特設会場で開催する。産業賞は技術と市場
実績の優れた「優秀賞」，市場の開拓と将来性が期待さ
れる「奨励賞」，優れた基礎的技術を有し，あるいは累
積的貢献をした「貢献賞」の3つの賞で構成されている。
　今回，優秀賞には島津製作所と浜松ホトニクスが，奨
励賞にはスペクトロニクス，ワイ・イーデータ，三菱エ
ンジニアリング／三菱電機が，貢献賞には岡本光学加工
所と日本車輌製造が受賞した。受賞社には賞状と副賞が
贈られるほか，産業賞ロゴマークを約2年間使用するこ
とができる。以下に，今回受賞した製品・技術の概要を
紹介する。

【優秀賞】
『QPM型波長変換デバイス：PPMgSLT』

㈱島津製作所
　MgOをドープした定比組成のタンタル酸リチウム
（MgO:SLT）基板に周期分極反転構造を形成した擬似位
相整合型波長変換デバイス。高出力レーザーの波長変換
を可能にし，広い開口範囲でも均一で効率の良い波長変
換を可能にする。

『高精度分光計測用DFB型カスケードレーザー：
L12000シリーズ』

浜松ホトニクス㈱
　SPC構造を採用し，分布帰還型構造（DFB）によって
シングルモード発振する量子カスケードレーザー。CW

からパルス発振までL12000シリーズとして波長別に複
数がラインナップされている。量子カスケードレーザー
の普及に大きく貢献しているもので，分光分析用途で納
入実績が高い。

【奨励賞】
『高出力266 nmなどピコ秒ハイブリッドレーザー：
LDHシリーズ』

スペクトロニクス㈱
　光ファイバー増幅とバルク増幅を融合させた国産ハイ

ブリッドレーザー。長寿命化を実現した波長変換結晶を
採用することで深紫外波長領域における短パルス光も達
成している。開発したレーザーは微細加工用途での応用
を想定している。

『ハイパワーレーザー溶接用ガルバノヘッドユニット』
㈱ワイ・イー・データ

　kW級の高出力レーザー対応のスキャナーヘッドユニ
ット。装置や多関節ロボットに搭載し，X-Yステージあ
るいはロボットとの連動制御（オンザフライ制御）が可
能。オンザフライ制御は自動車生産分野における要求が
高い。スキャナーヘッドユニットは2Dタイプと3Dタイ
プがある。

『手術顕微鏡用レーザー照明装置』
三菱電機エンジニアリング㈱/三菱電機㈱

　従来の白色ランプと比べて20倍以上となる4万時間の
長寿命化を実現した手術顕微鏡用レーザー照明装置。波
長の異なる4つのレーザー光源を1本の光ファイバーで
出力する。光出力は一定になるよう制御されているため，
一つの発光部が消灯しても，他の発光部の出力を上げる
ことで一定に維持できる。

【貢献賞】
『イオンアシスト成膜による高耐力・高精度大型光
学素子』

㈲岡本光学加工所
　レーザー核融合向け高強度レーザー装置のパルス圧縮
回折格子：910×420 mmの大型石英基板をl /10に研磨
し，新開発の低応力・高耐力誘電体多層膜を成膜。膜上
に走査干渉露光法により1740 grooves/mmの溝加工を施
し，世界最大級のパル圧縮回折格子を製作。

『ファイバーレーザー微細加工機：NisshaHS1250
シリーズ／NisshaHSCシリーズ／NisshaHCシリ
ーズ』

日本車両製造㈱
　精密板金加工用レーザー装置とプリント基板向けメタ
ルマスク加工用レーザー装置。NisshaHS1250シリーズの
出力は100 W，加工範囲は860×605 mmとなっている。
NisshaHSCシリーズの出力は標準で空冷50 W，加工能力
はSMTの標準的なパターンの場合，時間当たり2万穴が
可能。NisshaHCシリーズは出力が400 Wで，25 mmとい
う切断幅を実現できる。
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併催イベント会場図／会場アクセス

会場アクセス

◆みなとみらい駅（最寄駅）より　徒歩約5分
・東京駅←＜JR東海道線＞→横浜駅←＜みなとみらい線＞
　→みなとみらい駅
・品川駅←＜京浜急行（快速特急）＞→横浜駅←＜みなとみらい線＞
　→みなとみらい駅
・渋谷駅←＜東急東横線（みなとみらい線乗り入れ）＞
　→みなとみらい駅
◆桜木町駅より
　・徒歩（動く歩道約12分）
　・バス（市営バス約7分）
　・タクシー（約5分）
・東京駅←＜JR東海道線＞→横浜駅←＜JR京浜東北線＞→桜木町駅
・品川駅←＜JR東海道線＞→横浜駅←＜JR京浜東北線＞→桜木町駅
◆JR東海道新幹線　新横浜駅より
・新横浜駅←＜市営地下鉄＞→横浜駅←＜みなとみらい線＞
　→みなとみらい駅
・新横浜駅←＜JR横浜線＞→菊名駅←＜東横線／みなとみらい線＞
　→みなとみらい駅
・新横浜駅←＜市営地下鉄＞→桜木町駅
◆羽田空港より
・羽田空港←＜京浜急行＞→横浜駅←＜みなとみらい線＞
　→みなとみらい駅
・羽田空港←＜リムジンバス＞→YCAT横浜←
　＜タクシー・バス＞→パシフィコ横浜
◆お車の場合
　・首都高速横羽線みなとみらいランプ（約2分）

F205 F206

F203 F204

F201 F202

1F展示会場 ホール A, B
赤外・紫外特別セミナー 会場

出展社セミナー 会場

レーザー特別セミナー 会場

メディカル・イメージング
特別セミナー 会場

宇宙・天文 EXPO
特別講演会 会場 

光測定 & ポジショニング
特別セミナー 会場

光測定 & ポジショニング
特別セミナー 会場

レーザー照明・ディスプレイ
刊行記念特別講演会 会場 

3D プリンティング
特別講演会 会場 

2F
アネックスホール F206

2F
アネックスホール F204

1F 展示ホール内
特設会場 A

1F 展示ホール内
特設会場 B

レンズ特別セミナー 会場
2F
アネックスホール F2022F

アネックスホール F201

2F
アネックスホール F203

2F
アネックスホール F205 OSA 創立 100 周年

特別講演会 会場

SPIE マーケットセミナー・
JIAL セミナー 会場 

レーザー特別セミナー
実験・実習 会場

宇宙・天文 EXPO
特別講演会 会場 

レーザー特別セミナー
実験・実習 会場

5/19-20はポスターセッション

OPIC2016会場
国際会議センターへ

レーザー微細加工
セミナー 会場 

併催イベント会場

桜木町駅
JR

国道16号

徒歩経路
2F
1F

1F

みなとみらい
ランプ

横浜
ランドマーク
タワー＆
プラザ

横浜
みなとみらい
ホール

クイーンズ
スクエア
横浜

横浜
銀行

日石横浜
ビル

横浜美術館

マークイズ
みなとみらい

TOC
みなとみらい

国際通り

横浜高速鉄道
　　みなとみらい線

みなとみらい駅

展示ホール
セミナー会場

みなとみらい大通り

パシフィコ横浜

三菱重工ビル

動く歩道

け
や
き
通
り

さ
く
ら
通
り

い
ち
ょ
う
通
り

国立
大ホール 会議センター

（OPIC 2016会場）
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※ OPIC 2016はPlenary Sessionおよび11の専門会議で構成されます。

Plenary Sessions　（5月18日（水）午前）
会場：パシフィコ横浜・会議センター 501, 502

■Greetings （9:00-9:15）
　Andreas Ostendorf（Ruhr-University Bochum, Germany）
　中井 貞夫（大阪大学 名誉教授）
　Reinhart Poprawe（Fraunhofer Inst. for Laser Tech., Germany）
■First Session （9:15-10:35）
　Chair：伊賀 健一（東京工業大学 前学長）
　1   虹彩結像レーザーアイウェア：弱視補助からのスマートグラス
　　… 菅原　充 （QDレーザー㈱ 社長）
　2 透明酸化物における電子応答機能性の開拓
　　…   細野 秀雄（東京工業大学 応用セラミックス研究所 教授）

【2016年日本国際賞受賞者】
■Second Session （10:50-12:10）
　Chair：  Chris Barty（Lawrence Livemore National Laboratory. USA）
　1 30m望遠鏡プロジェクト
　　…   家　正則（国立天文台 教授、次世代超大型望遠鏡TMT

推進室長）
　2 ELI: The CERN of laser research
　　…   Georg Korn （Extreme Light Infrastructure（ELI）. Czech 

Republic）

Conferences　（5月17日（火）〜20日（金））
会場：パシフィコ横浜・会議センター 3F－5F（受付 2F）

■  ALPS ＇16：The 5th Advance Lasers and Photon Sources
　＜先進レーザーと光源技術＞
　主催：レーザー学会　議長：米田 仁紀（電機通信大学）
■  BISC ＇16：Biomedical Imaging and Sensing Conference 2016
＜バイオイメージングと光計測＞
　主催：宇都宮大学オプティクス教育研究センター
　議長：谷田貝 豊彦（宇都宮大学）
■CLES 2016：Conference on Laser Energy Science
　＜レーザーエネルギー学＞
　主催：大阪大学レーザーエネルギー学研究センター
　議長：疇地　宏（大阪大学）

■  HEDS 2016：International Conference on High Energy Density 
Science 2016＜高エネルギー密度科学の応用＞
　主催：レーザー学会　議長：兒玉 了祐（大阪大学）
■  LEDIA ＇16：The 4th International Conference on Light-Emitting 

Devices and Their Industrial Applications
　 ＜LEDとその産業応用＞
　主催：名古屋大学赤﨑記念研究センター
　議長：天野　浩（名古屋大学）
■LIC ＇16：The 4th Laser Ignition Conference 2016
　＜レーザー点火＞
　主催： レーザー学会「マイクロ固体フォトニクス」専門委員会
　議長：平等 拓範（分子科学研究所）
■LSSE 2016：Laser Solution for Space and the Earth
　 ＜宇宙と地球のためのレーザー＞
　主催：宇宙と地球のためのレーザー実行委員会
　議長：戎崎 俊一（理化学研究所）
■  OMC ＇16：The 3rd Optical Manipulation Conference 2016
　 ＜光マニュピュレーション＞
　主催：応用物理学会　議長：尾松 孝茂（千葉大学）
■PLD ＇16：The 5th Pacific-rim Laser Damage Conference
　＜レーザーダメージ＞
　共催： 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、SPIE、

SIOM Chinese Academy of Science
　議長：實野 孝久 （大阪大学）
■SLPC 2016：The 2nd Smart Laser Processing Conference
　＜レーザー加工＞
　主催：レーザー加工学会　議長：岡本 康寛（岡山大学）
■  XOPT ＇16：International Conference on X-ray optics, detectors, 

sources, and their applications 2016
　＜X線光学要素技術と応用＞
　共催： 理化学研究所 放射光科学総合研究センター、大阪大学

大学院 工学研究科附属超精密科学研究センター
　議長：石川 哲也（理化学研究所）、山内 和人（大阪大学）

OPIC2016OPTICS & PHOTONICS International Congress同時開催 聴講有料

会場位置図

6

6

Plenary Sessionは、展示会入場登録で無料にてご聴講いただけます。
詳細は展示会事前登録サイトをご確認下さい。

www.opie.jp/regist.php
国際会議OPIC2016の詳細につきましては下記にてご確認下さい。

http://opicon.jp/
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Archer OpTx, Inc.
レンズ設計・製造展　I-26

【出展製品】
・（ 新 製 品 ／ DEMO） High-precision 
Fiber Optics and Assemblies
・（DEMO）SIVA (System Imaging 
Vision Assembly)
・Design Services
・Rapid Prototyping
・（DEMO）Ultra-Precision Traditional 
Optics

【担当】
Sales　Janeil Lorin
TEL 1-972-722-1064
E-mail：janeil.lorin@archeroptx.com
http://www.archeroptx.com/

㈱アートレイ
赤外・紫外応用技術展　N-3

㈱アイ・アール・システム 
宇宙・天文 EXPO　C-30

【出展製品】
・試験槽内 Fizeau 干渉計測システム
FizSET
・（新製品）光学部品試験装置各種 ( ス
クラッチ・ディグ、内部欠陥など )
・（新製品）広帯域・高分解能テラヘル
ツ小型分光器
・超小型スターリング冷凍機
・大型三脚・大型電動パンチルト
【担当】
内藤 紘平
TEL 042-400-0373
E-mail：office@irsystem.com
http://www.irsystem.com/

㈱アイセイ
レンズ設計・製造展　L-25

【出展製品】
・（新製品）EAGLE Raman-S
・EAGLE SWNIR
【担当】
営業部　星　栄一
TEL 045-226-3705
E-mail：eiichi.hoshi@aisay.co.jp
http://www.aisay.co.jp/

アイソー㈱
レンズ設計・製造展　K-32

IDIL Fibres Optiques 
レーザー EXPO　N-18

AkiTech LEO ㈱
レーザー EXPO　E-5

【出展製品】
・産業用高出力 Nd:YAG Laser System
【担当】
営業
TEL 042-505-6042
E-mail：info@akitechleo.com
http://www.akitechleo.com/

アクテス京三㈱
マイクロ・ナノ応用技術展　E-13

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） デスクトップ高精
度搭載機 AAS-1000
・（DEMO）デスクトップチップソーター 
ACT-1000
・デスクトップ現像装置　ADE-3000S
・（DEMO）マイクロマニピュレータシ
ステム　AMS-1000
・（DEMO）チップ外観検査装置　AVS-
1000 シリーズ

【担当】
産業機器技術部
TEL 046-222-7871
E-mail：sales@actes-kyosan.co.jp
http://www.actes-kyosan.co.jp/

旭化成エンジニアリング㈱
赤外・紫外応用技術展　N-4

旭硝子㈱
レンズ設計・製造展　M-19

㈱旭プレシジョン
赤外・紫外応用技術展　D-35

㈱アソー
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 偏心測定器　US-
A1000
・（DEMO）透過・反射式偏心測定器　
TR-A1
・（DEMO） 透 過 式 偏 心 測 定 器　CS-
A1100

【担当】
技術部　藤田　真
TEL 03-3969-0021
E-mail：k.ota@k-aso.jp
http://www.kk-aso.jp/

アドコム・メディア㈱
レーザー EXPO　A-11

【出展製品】
・光の鉛筆
【担当】
管理部
TEL 03-3367-0571
E-mail：oesales@adcom-media.co.jp
http://www.adcom-media.co.jp/

各社出展製品
※掲載してあります情報は4月15日時点のものです。展示会名の後の数字は小間番号になります。

OPIE’16
OPTICS & PHOTONICS International Exhibition

メディカル＆イメージングEXPO
レーザーEXPO レンズ設計・製造展 宇宙・天文EXPO
光測定&ポジショニングEXPO

赤外・紫外応用技術展

マイクロ・ナノ応用技術展
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・（新製品／ DEMO） 捕虫器用“BLACK
★ STAR ムシ”

【担当】
本社　吉川 裕紀
TEL 075-205-5177
E-mail：info@led-kogen.com
http://www.led-kogen.com/

㈱飯山特殊硝子
レンズ設計・製造展　L-4

【出展製品】
・ガラスレンズカット部品
・ガラスパイプ内径研磨加工品
・可視化評価用硝子製品
【担当】
営業課　田辺　徹
TEL 03-3758-1181
E-mail：home@iiyamapgc.co.jp
http://www.iiyamapgc.co.jp/

生田精密研磨㈱
レンズ設計・製造展　L-8

【出展製品】
・切削研磨非球面レンズ製品
【担当】
代表取締役　生田 徹也
TEL 03-3732-2311
E-mail：isk@aqua.famille.ne.jp
http://www.great-master.jp/ikuta-sk/
index.html

石川県工業試験場
レーザー EXPO　G-25

㈱五鈴精工硝子
レンズ設計・製造展　K-31

【出展製品】
・紫外線透過可視カットフィルター _
IUV シリーズ
・赤外線透過フィルター _IIR シリーズ
・成型マイクロレンズアレイ
【担当】
営業部
TEL 072-458-6166
E-mail：sd@isuzuglass.com
http://www.isuzuglass.com/

（公財）板橋区産業振興公社
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・ITABASHI　Quality
【担当】
事業第 2 グループ

ノースカロライナ州政府日本事務所

ペンシルベニア州政府地域振興・経済
開発局 日本投資事務所

【担当】
総務
TEL 03-5414-7879
E-mail：masuda@pa-japan.org
http://www.pa-japan.org/

㈱彩世
レーザー EXPO　D-11

 
Altechna

レーザー EXPO　K-29
【担当】
Laser optics Sales engineer for Japan 
market, Karolis Keina
TEL 37052725738
E-mail：info@altechna.com
http://www.altechna.com/
 
アルワン電子㈱

赤外・紫外応用技術展　E-33

AMPLITUDE JAPAN （同） 
レーザー EXPO　E-9

【出展製品】
・（新製品）超高出力 Nd：YAG レーザー　
Powerlite Furie
・（新製品）高性能光パラメトリック発
生器　Horizon OPO
・ 高 出 力 LD 励 起 Nd:YLF レ ー ザ ー　
Terra

【担当】
理科レーザーグループ
TEL 03-6661-7921
E-mail：info@amplitude-japan.jp
http://www.amplitude-japan.jp/

㈱飯田照明
赤外・紫外応用技術展　E-26

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 直管形 LED ブラッ
クライト“BLACK ★ STAR”S タイプ

（標準省エネ）／ H タイプ（高出力）
・（新製品／ DEMO） 直管形 LED ブラッ
ク ラ イ ト“BLACK ★ STAR”E タ イ
プ（普及版）
・（新製品／ DEMO） ハンディ形 UV 照
射器
・（新製品／ DEMO） 導光板 LED 照明
“FLAT ☆ STAR”

㈱アド・サイエンス
宇宙・天文 EXPO　D-25

㈱アバールデータ
赤外・紫外応用技術展　N-9

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 近赤外線（短波長
赤外 SWIR）ラインカメラ
・（DEMO） 近 赤 外 線（ 短 波 長 赤 外
SWIR）エリアカメラ
・近赤外線（短波長赤外 SWIR）ライン
カメラ ( 参考出品）

【担当】
営業部
TEL 042-732-1030
E-mail：sales@avaldata.co.jp
http://www.avaldata.co.jp/

出展社セミナー開催（P.51 参照）

ABILITY OPTO-
ELECTRONICS
TECHNOLOGY CO., LTD. 

レンズ設計・製造展　K-35

天草光学㈱
レンズ設計・製造展　L-24

アメテック㈱
レンズ設計・製造展　H-2

【出展製品】
・（DEMO）PGI マトリックス
・（DEMO）ルフォスキャン
・除振装置「PEPS® II-VX」
・超精密加工機「Nanoform® X」
・Levicron 社製超精密エアスピンドル
【担当】
テーラーホブソン事業部　秋葉 健一
TEL 03-6809-2406
E-mail：taylor-hobson-japan.info@
ametek.co.jp
http://www.ametek.co.jp/

出展社セミナー開催（P.51 参照）

アメリカ州政府協会（ASOA）
メディカル＆イメージング EXPO　J-15

オハイオ州海外企業誘致オフィス
【担当】
TEL 03-5219-1474
E-mail：yamamoto.jobsohio@ocoglobal.com
http://jobs-ohio.com/
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エーアイシー㈱

メディカル＆オメージング EXPO　J-13

AGC テクノグラス㈱
レンズ設計・製造展　M-19

Angewandte Physik &
Elektronik (APE) GmbH 

レーザー EXPO　B-1

㈱エクスペクトラ
レンズ設計・製造展　H-33

SIP 戦略的イノベーション創造
プログラム／革新的設計生産技術

「高付加価値設計・製造を実現する
レーザーコーティング技術の研究
開発」

レーザー EXPO　G-25

SPIE 
レーザー EXPO　J-14

JIAL セミナー開催（P.51 参照）

Eterge Opto-Electronics
Co., LTD. 

レンズ設計・製造展　K-35

エドモンド・オプティクス・
ジャパン㈱

レーザー EXPO　G-10
【出展製品】
・（DEMO）ハイパーセントリックレン
ズ
・（DEMO）GOLD シリーズ フォーカ
ス対応テレセントリックレンズ
・（DEMO）ACKTAR 光吸収ホイル
・（DEMO）光学フィルター
・キャリブレーショングレード精密非球
面レンズ

【担当】
営業本部
TEL 03-3944-6210
E-mail：sales@edmundoptics.jp
http://www.edmundoptics.jp/

NTT アドバンステクノロジ㈱
レーザー EXPO　A-24

㈱ウィックス 
レンズ設計・製造展　L-19

Wuhan Industrial
Institute for Optoelectronics

レンズ設計・製造展　C-14

Wuhan National
Institute for Optoelectronics

レンズ設計・製造展　C-14

㈲ WAVE OPTO 
レンズ設計・製造展　L-3

Wavelength Opto-
Electronic (S) Pte Ltd

レンズ設計・製造展　I-34
【出展製品】
・Focal Beam Shaper
・Laser Doppler Vibrometer
・Laser Calorimetry System
・IR Athermal Lens
・F-Theta Scan Lens
【担当】
Sales
TEL 65-65649624
E-mail：info@wavelength-oe.com
http://wavelength-oe.com/

ウシオ電機㈱
レーザー EXPO　G-14

ウシオ電機㈱
レンズ設計・製造展　G-14

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
宇宙・天文 EXPO　C-35

宇都宮大学
オプティクス教育研究センター

レンズ設計・製造展　N-16

エアロテック㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　E-14

（一社）映像情報メディア学会 
OPIE　N-5

㈱エイム 
レンズ設計・製造展　L-10

TEL 03-3579-2191
E-mail：jshien@itabashi-kohsha.com
http://itabashi-kohsha.com/

イネイブル㈱
レンズ設計・製造展　K-14

【出展製品】
・（DEMO） 非 接 触 表 面 粗 さ 測 定 機　
[ARRINA]
・（DEMO）フィゾー式小型レーザー干
渉計 [AccuFiz]
・（DEMO）ダイナミック表面粗さ測定
機 [NanoCam Sq]
・（ 新 製 品 ）1 軸 超 音 波 振 動 ツ ー ル　
[UTS2]

【担当】
営業
TEL 048-227-4688
E-mail：info@enablekk.com
http://www.enablekk.com/

イノベーションリサーチ㈱
レーザー EXPO　A-23

【出展製品】
・技術動向イノベーションレポート
・企業分析イノベーションレポート
【担当】
営業部　小磯　武
TEL 03-6410-5916
E-mail：webinquiry@innovation-r.com
http://www.patent-quick.com/

IMRA America, Inc.
レーザー EXPO　I-13

【出展製品】
・（新製品）フェムト秒ファイバーレー
ザ FCPA DE1050　（10W-50 μ J）

【担当】
日本支店　泉　貴章
TEL 0566-24-8714
E-mail：jbo@imra.com
http://www.imra.com/

㈱インデコ
レーザー EXPO　I-2

ImPACT
（革新的研究開発推進プログラム）

レーザー EXPO　J-20

インフィニテグラ㈱
赤外・紫外応用技術展　E-36
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㈱雄島試作研究所
宇宙・天文 EXPO　C-28

㈱オハラ
レンズ設計・製造展　D-17

【出展製品】
・（新製品）研磨レンズ用光学ガラス　
S-LAH53V、S-LAH60V
・（新製品）ガラスモールド用光学ガラ
ス　L-LAH94
・（新製品）研磨レンズ用光学ガラス　
S-LAL19
・研磨レンズ用光学ガラス　S-NPH 1W
・研磨レンズ用光学ガラス　S-FPL55
【担当】
光製品事業部 光製品 BU 光製品営業課
TEL 042-772-5111
E-mail：sale@ohara-inc.co.jp
http://www.ohara-inc.co.jp/

㈱オハラ
宇宙・天文 EXPO　C-34

【出展製品】
・極低膨張ガラスセラミックス『クリア
セラム TM - Ｚ』
・高均質性光学ガラス
・（新製品）耐放射線光学ガラス
・（新製品）クリアガラスセラミックス
「ナノセラム」
【担当】
特殊品営業課
TEL 042-772-5117
E-mail：y_omata@ohara-inc.co.jp
http://www.ohara-inc.co.jp/jp/index.
html

㈱オフィールジャパン
レーザー EXPO　M-7

㈱オプセル 
レンズ設計・製造展　L-30

㈱オプティカルソリューションズ
レンズ設計・製造展　L-12

【出展製品】
・光学設計
・（DEMO）レンズ拡散板：LSD
・（DEMO）ワイヤグリッド偏光フィル
ム：WGF
・（DEMO）スペクトロマスター　分光

・（新製品／ DEMO） 近赤外ファイバマ
ルチチャンネル分光器　FLAME-NIR
・（DEMO）ポータブルラマン測定器　
IDRaman Mini
・スペクトラロン・パーマフレクト標準
反射板

【担当】
営業部
TEL 03-6278-9470
E-mail：sales@oceanphotonics.com
http://www.oceanphotonics.com/

オーテックス㈱
レーザー EXPO　E-2

【出展製品】
・（DEMO）光ピンセットシステム　
・（DEMO）シャックハルトマンセンサー
・（DEMO）焦点可変液体レンズ
・（DEMO）M2 測定器　
・（DEMO）非接触膜厚測定器
・超短パルスファイバーレーザー
・パッシブ Q スイッチピコ秒レーザー
・（DEMO）狭帯域波長安定化半導体レー
ザー
・高出力単一縦モードファイバーレー
ザー
・単一縦モード DPSS レーザー
【担当】
営業
TEL 03-3226-6321
E-mail：sales55@autex-inc.co.jp
http://www.autex-inc.co.jp/index.html

OPI ㈱
レーザー EXPO　N-20

㈲岡本光学加工所 
レーザー EXPO　E-10

㈱オキサイド
レーザー EXPO　J-25

【出展製品】
・CW 3 波長レーザ
・CW 266nm DUV Laser Frequad-C: 
50mW タイプ
・PP-LBGO デバイス
・スペックルコントラスト測定装置
・（新製品）パッシブ Q スイッチマイク
ロチップレーザ

【担当】
事業本部
TEL 0551-26-0022
E-mail：sales@opt-oxide.com

エヌピイエス㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　E-18

エバ・ジャパン㈱
宇宙・天文 EXPO　N-2

FIT リーディンテックス㈱
レンズ設計・製造展　L-1

【出展製品】
・レーザーデブリ　シールド
・TracePro 照明設計、解析、最適化ソ
フト

【担当】
営業部
TEL 03-3666-7100
E-mail：sales@fit-leadintex.jp
http://www.fit-leadintex.jp/

FM ヨコハマ 
OPIE　N-5

㈱おいぬビジョン
赤外・紫外応用技術展　E-35

応用光研工業㈱
レーザー EXPO　D-10

（公社）応用物理学会
OPIE　N-5

OSA - The Optical Society
レーザー EXPO　B-12

大阪大学 接合科学研究所 
レーザー EXPO　G-25

大阪大学レーザーエネルギー学
研究センター

レーザー EXPO　A-2

大阪富士工業㈱
レーザー EXPO　G-25

オーシャンフォトニクス㈱
レーザー EXPO　K-17

【出展製品】
・超小型 CW 単一周波数自動波長可変
Ti:S レーザ　SolsTiS
・（ 新 製 品 ） 光 パ ワ ー メ ー タ ー　
PowerSense
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㈱オプトロニクス社
レーザー EXPO　A-27

【出展製品】
・月刊 OPTRONICS 最新号
・光技術関連書籍
【担当】
販売部
TEL 03-5225-6614
E-mail：booksale@optronics.co.jp
http://www.optronics.co.jp/

オプトワークス㈱
レーザー EXPO　A-18

オムロン㈱
レーザー EXPO　H-34

㈲オルサ
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・（新製品）スペックル・フリーレーザー
SLLD-600-1
・可視光波長交換型レーザー
・（新製品）ファイバー高出力青色レー
ザー　HPB500
・（ 新 製 品 ） 出 力 超 安 定 型 LD 光 源
AOS408

【担当】
開発部　西谷　明
TEL 03-3964-1159
E-mail：welcome@orsajp.com
http://www.orsajp.com

（一社）化学とマイクロ・ナノシス
テム学会 

マイクロ・ナノ応用技術展　E-39

可視光半導体レーザー応用
コンソーシアム

レーザー EXPO　N-15
レーザー照明・ディスプレイゾーン

カドミ光学工業㈱
レーザー EXPO　A-15

【出展製品】
・高出力用偏光ビームスプリッター
・特注対応波長板
・フローサイトメーター用セル
・UV 光源ホモジナイザー
【担当】

Promotion　Jason Cheng
TEL 886-2-23967780
E-mail：jason.cheng@mail.pida.org.tw
http://www.optotaiwan.com/en/

㈱オプトピア
レーザー EXPO　A-6

【出展製品】
・（新製品）LTPS 用グリーンレーザア
ニールシステム
・（新製品）LLO レーザリストオフ装置
・（新製品）半導体検査装置サブシステ
ム
・（新製品）エキシマレーザ発振器
・（新製品）フォトマスクリペアシステ
ム

【担当】
Sales　熱田 祐樹
TEL 044-812-5911
E-mail：sales@optopia.co.jp
http://www.optopia.co.jp/

㈱オプトマックス
レーザー EXPO　J-19

㈱オプトメカトロ
メディカル＆イメージング EXPO　I-17

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） エックス線非破壊
検査装置

【担当】
営業　伊藤 文孝
TEL 053-473-2261
E-mail：info@opt-mt.com
http://opt-mt.com/

㈱オプトライン
レーザー EXPO　C-8

【出展製品】
・（新製品）Semrock OEM・量産向け
オプティクス
・（新製品／ DEMO） 温度調整機能付
レーザーモジュール
・（新製品／ DEMO） Prizmatix ハイパ
ワー LED 光源
・（新製品／ DEMO） 多波長レーザー光
源 (UV, VIS, NIR)
・（新製品）ファイバーコリメータレン
ズ拡張ユニット

【担当】
本社営業グループ
TEL 03-3981-4421
E-mail：opl@opto-line.co.jp

色彩照度計　C-7000
・（DEMO）規格光学部品
【担当】
営業
TEL 03-5833-1332
E-mail：info@osc-japan.com
http://www.osc-japan.com/

㈱オプトサイエンス
レーザー EXPO　G-20

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 微細加工用　サブ
ピコ秒レーザ　『CHINOOK』
・（DEMO）3D ガ ル バ ノ ス キ ャ ナ　
『AXIALSCAN-20/-30』
・（DEMO）600MHz デジタルロックイ
ンアンプ　『UHFLI』
・（DEMO） 高 分 解 能 波 面 セ ン サ　
『SID4』
・（DEMO）ファイバスペックルスクラ
ンブラ

【担当】
営業部
TEL 03-3356-1064
E-mail：info@optoscience.com
http://www.optoscience.com/

JIAL セミナー開催（P.51 参照）

オプトシリウス㈱
赤外・紫外応用技術展　D-24

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） OceanOptics 社分
光器
・NN-Labs 社カドミウムフリー量子ドッ
ト
・（新製品／ DEMO） PIXELTEQ 社マ
ルチスペクトルカメラ
・Labsphere 社積分球
・Labsphere 社パーマフレクトターゲッ
ト

【担当】
計測器グループ
TEL 03-5963-6377
E-mail：spe@optosirius.co.jp
http://www.optosirius.co.jp/

Opto Taiwan 2016 (PIDA)
レーザー EXPO　E-22

【出展製品】
・Opto Taiwan 2016
・Optics Taiwan 2016
・OLIE Magazine
【担当】
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強光子場科学研究懇談会
レーザー EXPO　A-25

㈱協成
レンズ設計・製造展　C-16

京セラオプテック㈱
レンズ設計・製造展　M-17

旭栄研磨加工㈱
レンズ設計・製造展　L-20

【出展製品】
・マイクロレンズアレイ孔加工サンプル
【担当】
営業部
TEL 042-471-3034
E-mail：info@kyokuei-kenma.co.jp
http://www.kyokuei-kenma.co.jp/

極限ナノ造形・構造物性研究会
（応物） 

マイクロ・ナノ応用技術展　E-39

旭光通商㈱
レンズ設計・製造展　K-18

㈱清原光学
レンズ設計・製造展　K-25

㈱金属被膜研究所
レーザー EXPO　J-28

【出展製品】
・eco ブラック（黒色無電解ニッケルめっ
き）
・レーザー加工機　筐体
【担当】
営業調達部　中野 大輔
TEL 03-3775-5411
E-mail：nakano@ss-sanei.co.jp
http://www.kinzokuh.co.jp/

㈱金門光波
レンズ設計・製造展　J-2

Guangzhou SAT Infrared
Technology Co., Ltd.  

赤外・紫外応用技術展　D-13
【出展製品】
・（ 新 製 品 ／ DEMO）UPC(Universal 
Purpose Core)
・（DEMO）PK-160

㈱木下光学研究所
レンズ設計・製造展　L-22

【出展製品】
・マシンビジョンレンズ
・ニュートン原器製作
【担当】
設計部
TEL 042-558-6883
E-mail：eigyou@kinoshita-optical.com
http://www.kinoshita-optical.com/

キヤノンマーケティングジャパン㈱
レンズ設計・製造展　J-10

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） レーザー干渉計
VerifireXL（縦型φ 300mm）
・（DEMO）三次元光学プロファイラー
Nexview
・（ 新 製 品 ） 超 高 感 度 多 目 的 カ メ ラ 
ME20F-SH

【担当】
産業機器販売事業部 産業機器事業推進
課
TEL 03-3740-3348
http://canon.jp/

QED Technologies
レンズ設計・製造展　H-14

【出展製品】
・MRF 研磨装置 Q-flex 300
・非球面スティッチング干渉計 ASI(Q)
【担当】
Japan Business　関口 修利
TEL 03-6264-8243
E-mail：nsekiguchi@qedmrf.com
http://www.qedmrf.com/

出展社セミナー開催（P.51 参照）

㈱ QD レーザ
レーザー EXPO　D-22

【出展製品】
・1030-1180nm DFB レーザ
・（DEMO）532-594nm 小型可視レーザ
モジュール
・（新製品）640-785nm 高光出力 FP レー
ザ
・1240-1300nm FP/DFB ドットレーザ
・GaAs 基板上エピタキシャルウェハ
【担当】
レーザデバイス事業部
TEL 044-333-3338
E-mail：info@qdlaser.com
http://www.qdlaser.com/

営業部　小林  一郎
TEL 042-587-7707
E-mail：info@kadomikk.com
http://www.kadomikk.com/

（公財）神奈川科学技術アカデミー
OPIE　N-5

神奈川県産業技術センター
OPIE　N-5

神奈川新聞社
OPIE　N-5

カナレ電気㈱ 
レーザー EXPO　K-19

KAPID 
レーザー EXPO　J-30

カンタムエレクトロニクス㈱ 
レーザー EXPO　K-22

キーサイト・テクノロジー（同）
光測定＆ポジショニング EXPO　F-19

【出展製品】
・（DEMO）トランスデューサシステム
・（DEMO）5530 レーザーキャリブレー
ションシステム

【担当】
電子計測本部 第 2 営業統括部 パート
ナービジネス営業部
TEL 0120-421-345
E-mail：contact_japan@keysight.com
http://www.keysight.com/main/home.
jspx

㈱キーストンインターナショナル
レーザー EXPO　J-27

【出展製品】
・（DEMO）ピエゾアクチュエータ
・（DEMO）冷却器・チラー・ヒートシ
ンク・熱交換器
・（DEMO）レーザー用電源・温度コン
トローラー
・（DEMO）DFB、QCL レーザーダイオー
ド

【担当】
営業技術
TEL 04-7175-8810
E-mail：key@keystone-intl.co.jp
http://www.keystone-intl.co.jp/
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㈱ゴーフォトン

レンズ設計・製造展　K-37
【出展製品】
・（DEMO）セルフォックイメージング
レンズ
・（DEMO）セルフォックマイクロレン
ズ
・（DEMO）精密コリメータ
・（DEMO）光干渉断層計 (OCT) プロー
ブ　（開発品）
・（DEMO）蛍光検出器
【担当】
営業部
TEL 029-847-8686
E-mail：sales-jp@gofoton.com
http://www.gofoton.co.jp/

コーンズテクノロジー㈱
赤外・紫外応用技術展　D-30

【出展製品】
・（DEMO）超高速赤外線サーモグラフィ　
FAST-IR 2K
・（新製品／ DEMO） 超小型遠赤外線カ
メラモジュール Lepton
・高速、低ノイズ 近赤外線イメージセ
ンサ
・（DEMO） フ ォ ト ン カ ウ ン テ ィ ン
グ型 X 線・中性子線・イオン検出器 
MODUPIX
・（ 新 製 品 ） 高 感 度 sCMOS カ メ ラ 
Dhyana 90

【担当】
理化学機器営業部
TEL 03-5427-7568
E-mail：ctl-science@cornes.jp
http://www.cornestech.co.jp/

国際商事㈱
レンズ設計・製造展　L-26

【出展製品】
・楕円面､ 放物面、球面ミラー各種
【担当】
営業部
TEL 03-3666-1896
E-mail：y.hiroe@kokusaishoji.co.jp
http://www.kokusaishoji.co.jp/

国立天文台
宇宙・天文 EXPO　C-31

【担当】
営業
TEL 092-477-2252
E-mail：k-kinoshita@k-o-a.co.jp
http://www.koa-optec.co.jp/

㈱光亜商事
レンズ設計・製造展　H-35

【出展製品】
・シリンドリカル
・ボールレンズ
・アルミ加工
・非球面レンズ
・プリズム、平面基板
【担当】
営業
TEL 092-477-2252
E-mail：k-kinoshita@k-o-a.co.jp
http://www.k-o-a.co.jp/

㈱光学技研
レーザー EXPO　D-20

【出展製品】
・Osaka CLBO 結晶
・QL 偏光子
・WoG 偏光子
・193nm マイクロシン波長板
・大口径広帯域広視野波長板
【担当】
営業部
TEL 046-224-2555
E-mail：sales@kogakugiken.co.jp
https://www.kogakugiken.co.jp/

光学薄膜研究会 
レンズ設計・製造展　N-16

㈱光響
レーザー EXPO　A-8

【出展製品】
・（DEMO）大口径・高出力対応ビーム
プロファイラ
・（DEMO）ビームプロファイラ with 
M2 プラットフォームソフト
・大電流用 14 ピンバタフライ型ＬＤ電
源キット（液晶ディスプレイ付）
・小型モード同期 Yb ファイバーレー
ザーキット

【担当】
営業
TEL 070-6925-5558
E-mail：info@symphotony.com
http://www.symphotony.com/

・（DEMO) G96
・（DEMO）NV618W
・（DEMO）HotFind-S
【担当】
OverSea
TEL 86 20 82229925
E-mail：SAT@SAT.COM.CN
http://www.sat.com.cn/

㈱グラビトン
メディカル＆イメージング EXPO　I-14

【出展製品】
・（新製品）OCT 用 広帯域 O/E コンバー
ター　DLP-1

【担当】
プロダクトグループ　相馬
TEL 04-2966-0816
E-mail：info@graviton.co.jp
http://www.graviton.co.jp/

クロマテクノロジジャパン
レーザー EXPO　D-18

【出展製品】
・ET フィルタ
【担当】
TEL 045-285-1583
E-mail：japan@chroma.com
https://www.chroma.com/

㈱ケイエスピー 
OPIE　N-5

ケイエルブイ㈱
メディカル＆イメージング EXPO　I-20

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） ハイパースペクト
ルカメラ【小型・軽量・高い波長分解能】
・（DEMO）LED 波長可変プログラマブ
ル光源

【担当】
営業部
TEL 03-3258-1238
E-mail：toiawase@klv.co.jp
http://www.klv.co.jp/

出展社セミナー開催（P.51 参照）

㈱コアオプテック
レンズ設計・製造展　H-35

【出展製品】
・光学部品
・光学設計（実例）
・組立品
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http://www.san-eielectric.co.jp/

㈱サンエス トレーディング
レーザー EXPO　F-9

【出展製品】
・（新製品）ガイガーモード フリーラ
ンニング フラッシュ 3D カメラ （32 ×
32）
・3 段ペルチェ付ガイガーモード APD
・高感度・大口径アバランシェフォトダ
イオード（APD）
・（DEMO） 面 発 光 レ ー ザ ー
VCSEL850nm ハイパワーアレイ

【担当】
営業部
TEL 03-3795-8121
E-mail：info@sanes.co.jp
http://www.sanes.co.jp/

国立研究開発法人 産業技術総合
研究所 

赤外・紫外応用技術展　F-27

㈱三恵舎
レンズ設計・製造展　I-10

【出展製品】
・（新製品） DUV, NUV, NIR 対物レン
ズ

【担当】
業務部
TEL 03-3429-4331
E-mail：info@sankeisha-ltd.com
http://www.sankeisha-ltd.com/

三郷金属工業㈱
レーザー EXPO　H-34

【出展製品】
・薄板精密レーザー溶接技術
・異種金属溶接
【担当】
開発グループ　長谷川 周平
TEL 06-6992-3334
E-mail：inquiry@laser-factory.jp
http://www.laser-factory.jp/

santec ㈱
宇宙・天文 EXPO　D-27

【出展製品】
・（新製品）空間位相変調器　SLM-100
【担当】
光部品ビジネスユニット
TEL 0568-79-3535
E-mail：sales@santec-net.co.jp

E-mail：sales@sunex.com.cn
http://www.sunex.com/

澤木工房㈱
レーザー EXPO　A-20

【出展製品】
・（DEMO） フ ァ イ バ 出 力 LED 光 源 
FOLS-01
・（DEMO）SM ファイバ出力 LD 光源 
FOLS-02
・（新製品）ファイバ出力ナノ秒パルス
LED 光源 FOLS-10
・（新製品）SM ファイバ出力ナノ秒パ
ルスレーザ光源 FOLS-11

【担当】
営業部　澤木 昭弘
TEL 053-482-8620
E-mail：sales@ccsawaki.com
http://www.ccsawaki.com/

サンインスツルメント㈱
レーザー EXPO　A-9

【出展製品】
・高安定 CO2 レーザー
・外部共振器型ダイオードレーザー
・超小型分光モジュール
【担当】
営業部
TEL 03-5436-9361
E-mail：sun@sun-ins.com
http://www.sun-ins.com/

㈱三栄精機工業
レーザー EXPO　J-28

【出展製品】
・レーザー加工機　筐体
・eco ブラック（黒色無電解ニッケルめっ
き）

【担当】
営業調達部　中野 大輔
TEL 03-3732-6381
E-mail：nakano@ss-sanei.co.jp
http://www.ss-sanei.co.jp/

㈱三永電機製作所
赤外・紫外応用技術展　E-30

【出展製品】
・“疑似太陽光評価光源”XES-40S3
・光学フィルター各種
【担当】
国内営業部　奥山 雅信
TEL 06-6379-0010
E-mail：okuyama@san-eielectric.co.jp

㈱コジマエンジニアリング
レンズ設計・製造展　C-13

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） NC 高精度求心研
磨装置　PM-80 型
・（DEMO）NC 高 精 度 求 心 研 磨 装 置　
PM-8F 型

【担当】
営業部
TEL 0265-71-1844
E-mail：info@kojima-eg.co.jp
http://www.kojima-eg.com/

コヒレント・ジャパン㈱
レーザー EXPO　G-13

【出展製品】
・（新製品）高出力、産業用ピコ秒レー
ザの次世代モデル　「HyperRapid NX」
・（新製品）高度なマテリアルプロセッ
シング向け 産業用フェムト秒発振グ
リーンレーザ 「Monaco 517」
・（新製品）高速微細加工を可能にす
る全固体ナノ秒パルスグリーンレーザ 

「AVIA NX 532」
・（新製品）超短パルスと広帯域チュー
ニングを実現する「Monaco」用 OPA 

「Opera-F」
・（新製品）レーザラインジェネレータ
の新モデル  「StingRay uFocus」

【担当】
営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail：sales.tokyo@coherent.com
http://www.coherent.co.jp/

JIAL セミナー開催（P.51 参照）

サークルアンドスクエア㈱
レンズ設計・製造展　H-6

サニー・ジャパン㈱
レンズ設計・製造展　K-30

Sunex Inc.
レンズ設計・製造展　K-21

【出展製品】
・（ 新 製 品 ）DSL978 Automotive lens 
for forward vision
・DSL491
・DSL318
【担当】
営業部・生産開発部　朱松
TEL 86-21-57746017,57746968*8078
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㈱渋谷光学

レンズ設計・製造展　M-21
【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 球体投映機
【担当】
商品企画 下平誠一郎
TEL 048-469-1200
E-mail：sales@shibuya-opt.co.jp
http://www.shibuya-opt.co.jp

㈱島津製作所 
レーザー EXPO　G-25

㈱島津製作所 
レンズ設計・製造展　J-33

㈱ジャパンセル
レンズ設計・製造展　L-17

【出展製品】
・フライアイレンズ
・フローセル
・その他 特殊加工品
【担当】
営業部
TEL 042-798-4621
E-mail：biz@jpcell.co.jp
http://www.jpcell.co.jp/

㈱ジャパンセル
宇宙・天文 EXPO　D-29

【出展製品】
・再メッキ加工した反射鏡
【担当】
天体事業部　吉田 友則
TEL 042-798-4621
E-mail：reflector@jpcell.co.jp
http://www.jpcell.co.jp/

㈱湘南光学工業所
レンズ設計・製造展　F-16

【出展製品】
・（DEMO）芯取機 V302NC
・（DEMO）芯取機 BE-WF-502N-OCS
【担当】
営業部
TEL 0463-51-1443
E-mail：info@shonanopm.co.jp
http://www.shonanopm.co.jp/

CBC オプテックス㈱
レンズ設計・製造展　J-31

【出展製品】
・（新製品）キューブ型ワイヤーグリッ
ド偏光ビームスプリッター
・ダイクロイックミラー
・FA レンズ
・632.8nmBPF
・透明導電膜（ITO コート）
【担当】
管理営業部 営業課　小倉 雄一郎
TEL 03-3764-2271
E-mail：y-ogura@cbcopt.co.jp
http://www.cbcopt.co.jp/

シーフォース㈱
マイクロ・ナノ応用技術展　E-23

㈱ジェイテック
レンズ設計・製造展　M-23

シグマテック㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　E-15

【出展製品】
・（DEMO）1nm 高分解能位置決め装置
・（DEMO）10nm 高分解能位置決め装
置
・真空対応1nm高分解能位置決めステー
ジ

【担当】
技術部
TEL 042-975-3031
E-mail：info-s@sigma-tech.co.jp
http://www.sigma-tech.co.jp/

システムナノ技術に関する 
時限研究専門委員会（電情）

マイクロ・ナノ応用技術展　E-39

次世代宇宙システム技術研究組合 
宇宙・天文 EXPO　D-32

㈲シナノ精密
レーザー EXPO　E-7

【出展製品】
・検査用測定器
【担当】
営業
TEL 0265-26-9142
E-mail：shinano.seimitsu@nifty.com
http://homepage2.nifty.com/shinano_
seimitsu/page5.html

http://www.santec.com/jp/

㈲サンプラス
レーザー EXPO　A-26

三立精機㈱
レンズ設計・製造展　B-7

Jiangsu Yudi Optical Co., Ltd.
レンズ設計・製造展　D-8

【出展製品】
・光学ガラスレンズ
【担当】
事業戦略推進本部　小泉 和巳
TEL 0266-58-1301
E-mail：yudi@yudi.com.cn
http://www.yudi.com.cn/

CIOE - China International 
Optoelectronic Exposition

レーザー EXPO　A-22
【担当】
International Department　Shirly Yi
TEL 86-755-86290901
E-mail：cioe@cioe.cn
http://www.cioe.cn/

GEE
レーザー EXPO　A-12

シーシーエス㈱
赤外・紫外応用技術展　N-6

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 深紫外 _UV-LED
照射器
・（新製品／ DEMO） 超々高圧水銀ラン
プ光源（165-SHU/D210-SHU)
・（新製品／ DEMO） 近赤外波長選択評
価キット
・（新製品）ポータブル紫外線分光放射
計 _UV-Pad

【担当】
新規事業部 市場開拓課
TEL 075-415-8277
E-mail：develop@ccs-inc.co.jp
http://www.ccs-inc.co.jp/

CDGM GLASS CO., LTD.
レンズ設計・製造展　K-13
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㈲セイワ・オプティカル
レンズ設計・製造展　L-36

【出展製品】
・光学薄膜受託加工
【担当】
営業部
TEL 046-226-5620
E-mail：seiwaopt@cronos.ocn.ne.jp
http://www.seiwaopt.jp/index.html

Zeus
レーザー EXPO　I-33

【出展製品】
・（ 新 製 品 ）Thermally Stable PEEK 
coated Fiber Optics
・NeoTem Coated Fiber Optic
・（DEMO）DualShrink
・（DEMO）Multi-lumen tubing
【担当】
Fiber Optics　Jason Fant
TEL 803.268.9507
E-mail：support@zeusinc.com
http://www.zeusinc.com/

㈱セツヨーアステック／
HighPowerLighting

赤外・紫外応用技術展　E-38
【出展製品】
・（DEMO）高出力 UV-COB
【担当】
電子事業部　四軒町　亮
TEL 06-6130-0134
E-mail：shikemmachi@setsuyo.co.jp
http://www.setsuyo.co.jp/

セラテックジャパン㈱
レンズ設計・製造展　L-21

㈲センソファージャパン 
レンズ設計・製造展　L-5

【出展製品】
・（新製品／ DEMO）リニア・回転ピエ
ゾステージ

【担当】
本社
TEL 047-370-8600
E-mail：info@sensofar.co.jp
http://www.sensofar.co.jp/

ソーラボジャパン㈱
レーザー EXPO　B-20

E-mail：opty@yk.rim.or.jp
http://www.yk.rim.or.jp/~opty/suzuki/

スペクトラ・クエスト・ラボ㈱
レーザー EXPO　B-19

スペクトラ・フィジックス㈱
レーザー EXPO　M-4

【出展製品】
・（新製品）Spitfire Ace シリーズ　高
安定超短パルス再生増幅システム
・（新製品／ DEMO） 電源一体型 LD 励
起 Q スイッチ UV/ グリーンレーザー  
Explorer One
・（新製品）Q スイッチ UV / Green レー
ザー　Talon & Talon HE
・（新製品）高性能小型ファイバーレー
ザー VGEN シリーズ
・（新製品）高繰返しフェムト秒再生
増幅システム Spirit/ Spirit One/Spirit 
NOPA シリーズ

【担当】
管理部
TEL 03-3794-5511
E-mail：spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp/

JIAL セミナー開催（P.51 参照）

住友電気工業㈱伝送デバイス研究所
光測定＆ポジショニング EXPO　F-15

住友電気工業㈱ハードメタル事業部
レーザー EXPO　A-19

【出展製品】
・高出力ファイバレーザ用集光レンズ
・F θレンズ
・シングルモードレーザ用ビームシェイ
パ
・分岐 DOE
【担当】
ハードメタル事業部
TEL 072-772-4531
E-mail：support@sumitool.com
http://www.sumitool.com/

㈱ 3D イノベーション 
レーザー EXPO　A-21

（公社）精密工学会
OPIE　N-5

昭和オプトロニクス㈱
レーザー EXPO　G-29

【出展製品】
・JUNO Compact レーザ
・中赤外及び紫外用 PBS キューブ
・高精度大口径非球面レンズ
・各種バイオ用フィルタ
【担当】
営業部
TEL 03-5450-5133
E-mail：sales@soc-ltd.co.jp
http://www.soc-ltd.co.jp/

シリコンフォトニクス時限研究 
専門委員会 ( 電情）  

マイクロ・ナノ応用技術展　E-39

新光電子㈱／ファウルハーバー
光測定＆ポジショニング EXPO　F-21

【出展製品】
・DC マイクロモータ
・ブラシレス DC モータ
・モーションコントローラ一体型ブラシ
レス DC モータ
・ステッピングモータ
・リニア DC サーボモータ
【担当】
営業部
TEL 03-6404-1003
E-mail：motor-info@shinkoh-elecs.co.jp
http://www.shinkoh-faulhaber.jp/

㈱スキャンソル
レーザー EXPO　D-12

【出展製品】
・（新製品）excelliSCAN
・intelliSCANse/de
・hurrySCAN
・SCANcube
・周辺機器
【担当】
営業グループ
TEL 042-320-5011
E-mail：info@scansol.co.jp
http://www.scansol.co.jp/

㈲鈴木光学
レンズ設計・製造展　L-38

【出展製品】
・超薄板ガラス
【担当】
営業・技術　鈴木　勝
TEL 0463-26-5960
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㈲鶴丸産業

レンズ設計・製造展　L-33
【出展製品】
・光学ガラス平面研磨品・金属円筒内外
面研磨加工品

【担当】
光学硝子部・金属部　江上 一治
TEL 0969-33-0815
E-mail：turumaru@arion.ocn.ne.jp
http://www.e-tsurumaru.net/

㈱ティー・イー・エム
レーザー EXPO　I-9

【出展製品】
・（DEMO）ガルバノスキャナ「62XX」
シリーズ
・高速ポリゴンスキャンヘッド、ポリゴ
ンスキャナ
・ IPG フォトニクス社製中赤外レーザー 
& 半導体レーザー
・（DEMO）Sercalo 社 MEMS スキャナー
・（米）WasatchPhotonics 社製 3D 光干
渉断層計

【担当】
営業部
TEL 03-3258-0611
E-mail：ls@tem-inc.co.jp
http://www.tem-inc.co.jp/

㈱テクニカル
レンズ設計・製造展　I-35

【出展製品】
・表面品質比較判断プレート
・高精度平面基板
・クロビット
・高精度プリズム
・NC 加工品
【担当】
技術営業室
TEL 0172-88-6261
E-mail：info@chrovit.com
http://www.technical-prisms.com/

テクノハンズ㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　F-13

テクノロジーリンク㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　F-23

TEL 092-501-7434
E-mail：matsushima@takesho.co.jp
http://www.takesho.co.jp/

㈱橘光学
レンズ設計・製造展　J-32

【出展製品】
・シリンドリカルレンズ
・コーンサイドレンズ
【担当】
本社
TEL 03-3427-8741
E-mail：t-tachibana@tachibanakougaku.
com
http://www.tachibanakougaku.com/

辰野光学㈱
レンズ設計・製造展　K-26

【出展製品】
・平行平面基板
・カラーフィルター
・ガラスウエハー
【担当】
代表　武田　真
TEL 0266-41-0736
E-mail：info@tatsuno-opt.co.jp
http://www.tatsuno-opt.co.jp/

㈱ DA Tec 
メディカル＆イメージング EXPO　I-17

タレスジャパン㈱
宇宙・天文 EXPO　D-28

【出展製品】
・タレス SESO 社製品案内パネル
・タレスオプトロニクス社レーザー製品
パネル
・（新製品）タレスクライオジェニック
社小型冷凍機

【担当】
民間事業部レーザープロダクツ
TEL 03-6234-8150
E-mail：thales.japan@asia.thalesgroup.
com
https://www.thalesgroup.com/ja/
japan/about-us

中央精機㈱
レンズ設計・製造展　K-25

超 3D 造形ものづくりネットワーク
マイクロ・ナノ応用技術展　E-21

Tieway Technology  
(Zhongshan) INC.

レンズ設計・製造展　M-16
【出展製品】
・モニタークリスタル
・ランタンチタン酸塩
・五酸化チタン
【担当】
技術部　陳愿勤
TEL +86 760-88282250
E-mail：xgh@tieway.cn
http://www.tieway.cn/

㈱大興製作所
赤外・紫外応用技術展　E-37

【出展製品】
・（新製品）UV-LED 照射ユニット
・（ 新 製 品 ） 型 成 型 シ リ カ ガ ラ ス 
NOVAXILTM

・SmartOPT　ビームホモジナイザー
・光学素子 ( レンズ・基板 )
【担当】
商品企画室
TEL 075-933-4191
E-mail：network@daico.co.jp
http://www.daico.co.jp/

㈱大正光学
レンズ設計・製造展　L-6

【出展製品】
・（DEMO）対擦傷蒸着（表面処理）
・球面レンズ加工 / 心取 / コート / 接合
【難硝材 (FPL 等 ) が得意です】
・受託加工
・受託測定
【担当】
営業部　加藤
TEL 0289-71-1335
E-mail：inquiry@taisyou-op.co.jp
http://www.taisyou-op.co.jp/

㈱岳将
レンズ設計・製造展　K-28

【出展製品】
・40kHz 小 型 超 音 波 ス ピ ン ド ル 
CUS40-A1
・40kHz 超 音 波 ス ピ ン ド ル ユ ニ ッ ト 
URT40-F41
・40kHz 超 音 波 ア ー バ ー ユ ニ ッ ト 
UB40-C5
・超音波微細加工機　UM40 シリーズ
【担当】
URT 製造室
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ナイトライド・セミコンダクター㈱
赤外・紫外応用技術展　D-26

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 投光器
・（DEMO）光触媒方式空気清浄機ユニッ
ト

【担当】
営業部
TEL 088-683-7750
E-mail：nitride@nitride.co.jp
http://www.nitride.co.jp/

名古屋大学　秦研究室
マイクロ・ナノ応用技術展　E-17

夏目光学㈱
レンズ設計・製造展　K-34

【出展製品】
・アキシコンレンズ
・高精度球面レンズ
・非球面レンズ
【担当】
営業本部 営業課
TEL 0265-22-2434
E-mail：info@mflens.co.jp
http://www.mflens.co.jp/

ナノインプリント技術研究会 
（応物） 

マイクロ・ナノ応用技術展　E-39

㈱ナノコントロール
レーザー EXPO　E-1

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 超精密位置決めピ
エゾステージ
・（新製品／ DEMO） 超音波モータス
テージ
・（新製品／ DEMO） 微小力センサ
【担当】
営業部
TEL 03-5912-7801
E-mail：info@nanocontrol.co.jp
http://www.nanocontrol.co.jp/

ナルックス㈱
レンズ設計・製造展　J-11

【出展製品】
・ヘッドアップディスプレイ用自由曲面
ミラー
・内視鏡向け超小径レンズユニット
・マイクロレンズアレイ

レーザー計測グループ
TEL 03-3686-4711
E-mail：sales@tokyoinst.co.jp
http://www.tokyoinst.co.jp/

東京ダイレック㈱
レーザー EXPO　J-34

東洋製罐グループホールディングス㈱
レンズ設計・製造展　L-15

特別展示
レーザー EXPO　M-9

【出展製品】
・スーパーカミオカンデに設置された世
界最大の 20 インチ径光電子増倍管

㈱トヨテック 
レンズ設計・製造展　J-29

【出展製品】
・（DEMO）各種光学部品
【担当】
営業部
TEL 0533-85-3000
E-mail：toyotecsales@toyo-circle.co.jp
http://www.toyotec.com/

トライオプティクス・ジャパン㈱
レンズ設計・製造展　F-22

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） カメラモジュール
調整・組立・評価装置
・（新製品／ DEMO） 12”（300mm）位
相シフトフィゾー干渉計
・高精度分光屈折率測定装置
・（DEMO）自動光軸偏心、中心厚、面
間隔測定装置
・LWIR 対応 汎用型自動 MTF 測定装
置

【担当】
TEL 054-203-4555
E-mail：info@trioptics.jp
http://trioptics.jp/

トルンプ㈱
レーザー EXPO　D-2

Dongguan Lambda Optics 
Technology Co., Ltd. 

レンズ設計・製造展　K-32

㈱テックサイエンス
レンズ設計・製造展　L-27

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 非接触 3D 形状測
定装置 Plu apex
・原子間力顕微鏡　NaioAFM
・（新製品）高速 3D 形状測定装置 S 
neox
・（新製品）コンパクト 3D 形状測定装
置 S lynx
・コンパクト触針式段差計　NanoMap-
PS

【担当】
営業部　畔地 一昭
TEL 048-964-3111
E-mail：kotira@techsc.co.jp
http://www.techsc.co.jp/

㈱デルタ光器
レーザー EXPO　C-8

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 多波長小型半導体
レーザーユニット
・波長可変フィルターユニット
・ファイバーコリメータ機能拡張ユニッ
ト

【担当】
営業部
TEL 03-3981-5771
E-mail：info@deltaoptics.co.jp
http://www.deltaoptics.co.jp/

電気通信大学　庄司研究室 
マイクロ・ナノ応用技術展　E-19

（一社）電子情報通信学会 
OPIE　N-5

㈱東海エンジニアリングサービス
レンズ設計・製造展　L-16

㈱東京インスツルメンツ
レーザー EXPO　D-14

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 3D Cell Explorer
・（新製品／ DEMO） 超音波システム
Vantage
・高出力スーパーコンティニュアム白色
光源 WhiteLase シリーズ
・ピコ秒 LD 励起高出力固体レーザー
Atlantic シリーズ

【担当】
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日本精密測定機器工業会

OPIE　N-5

日本赤外線学会
赤外・紫外応用技術展　E-29

日本デバイス㈱
レーザー EXPO　A-14

【出展製品】
・（新製品）AFR 社製 マルチモード励
起コンバイナ / モードフィールドアダ
プタ (PM 対応可 )
・RIO 社 製 1064/1550nm 帯　 狭 線 幅
レーザ
・Amonics 社製　LiDAR 用途向け ナノ
秒パルスレーザ / アンプ
・【特殊波長対応可】 Amonics 社製 ファ
イバレーザ・アンプ
・通信・センシング・OCT 用　光ファ
イバ・パッシブ部品

【担当】
営業部
TEL 03-6262-3424
E-mail：sales@j-device.com
http://j-device.com/

日本特殊光学樹脂㈱
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・フレネルレンズ
・レンチキュラーレンズ・フライアイレ
ンズ
・射出成形金型用　光学駒
・光学用ロール金型製作
・各種レンズ受託加工 ( ゲルマニウム製
フレネルレンズ、回折格子など )

【担当】
技術営業部
TEL 03-5916-0801
E-mail：info@ntkj.co.jp
http://www.ntkj.co.jp/

日本ピー・アイ㈱
赤外・紫外応用技術展　F-28

【出展製品】
・（新製品）近赤外線照射ファイバー光
源装置

【担当】
営業部　田中 泰男
TEL 03-5835-5805
E-mail：coldspot6323@npinet.co.jp
http://www.npinet.co.jp/

日邦光學㈱
レンズ設計・製造展　L-28

【出展製品】
・光学部品
【担当】
営業部
TEL 03-5754-7781
E-mail：info@nippokk.co.jp
http://www.nippokk.co.jp/

㈱ニデック
レンズ設計・製造展　L-11

（一社）日本インダストリアル
イメージング協会

OPIE　N-5

( 一社）日本オプトメカトロニクス
協会

レンズ設計・製造展　L-29

（公社）日本技術士会 
OPIE　N-5

日本結晶光学㈱
赤外・紫外応用技術展　N-10

【出展製品】
・ArF 用 CaF2 結晶
・可視光、赤外用 CaF2 結晶
【担当】
光学結晶製造部　五月女 弘幸
TEL 048-777-7678
E-mail：salse@nk-k.co.jp
http://www.nk-k.co.jp/

国立研究開発法人 日本原子力研究
開発機構 

レーザー EXPO　G-25

（一社）日本光学会  
レンズ設計・製造展　L-23

（一社）日本光学硝子工業会
OPIE　N-5

日本光学測定機工業会 
OPIE　N-5

日本真空光学㈱ 
レンズ設計・製造展　M-19

・マルチカラーシングルモード LD 光源
（RGBeam）
・ガラス非球面レンズ
【担当】
営業本部
TEL 075-963-3456
E-mail：sales@nalux.co.jp
http://www.nalux.co.jp/

出展社セミナー開催（P.51 参照）

Nantong Ruisen Optical 
Element Technology Co., LTD

レンズ設計・製造展　C-18
【出展製品】
・color filters
・colorless optical windows
・optical lens
・optical prism
・coating filters
【担当】
Sales Department Senlin Wang
TEL 0513-88799898
E-mail：sales@rsgx.net
http://www.rsgx.net

㈱ニコン
レンズ設計・製造展　C-2

【出展製品】
・合成石英ガラス
・フッ化カルシウム（蛍石）
・光学ガラス
【担当】
ガラス事業室 営業部 第二営業課
TEL 03-6433-3977
E-mail：Glass.Sales@nikon.com
http://www.nikon.co.jp/

日東光器㈱
レンズ設計・製造展　L-32

日東樹脂工業㈱
赤外・紫外応用技術展　F-30

【出展製品】
・（DEMO）赤外線透過フィルター
・（DEMO）紫外線透過フィルター
・（DEMO）紫外線カットフィルター
【担当】
国際営業部
TEL 03-3783-3121
E-mail：clarex_info@clarex.co.jp
http://www.clarex.co.jp/
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パナソニック FS エンジニアリング㈱
レンズ設計・製造展　K-9

出展社セミナー開催（P.51 参照）

㈱ハナムラオプティクス
レーザー EXPO　I-28

【出展製品】
・高輝度 LD モジュール
・ビームホモジナイザ
・LD 用オプティクス
・体積ブラッグ回折格子 (VBG)
・テラヘルツ波用光学素子
【担当】
営業部
TEL 045-341-5636
E-mail：sales@hanamuraoptics.com
http://www.hanamuraoptics.com/

浜松ホトニクス㈱
レーザー EXPO　M-10

【出展製品】
・（新製品）MEMS ミラー
・オプティカルブロック
・スキャンブロック
・マイクロチップレーザ
・量子カスケードレーザ
【担当】
企画開発部 営業開発 G
TEL 053-459-1113
E-mail：biz-plan@hq.hpk.co.jp
http://www.hamamatsu.com/

林時計工業㈱
レンズ設計・製造展　M-24

ピーアイ・ジャパン㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　F-10

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 圧力センサつきボ
イスコイルアクチュエータ
・（新製品／ DEMO） リニアモータス
テージ
・（新製品／ DEMO） エアベアリングス
テージ
・（新製品／ DEMO） ボイスコイルス
テージ
・（DEMO）ヘキサポッド
【担当】
営業部
TEL 042-526-7300
E-mail：info@pi-japan.jp
http://www.pi-japan.jp/

㈲ノーツアンドクロス 
レンズ設計・製造展　N-21

㈱ハイテック
レーザー EXPO　F-17

ハイフィネス・ジャパン㈱
レーザー EXPO　B-21

【出展製品】
・（DEMO）高精度波長計 WS-6-200
・（DEMO）高速光スペクトラムアナラ
イザ　HDSA ＆ LSA
・（DEMO）高精度小型ピエゾステージ　
PPS-28
・（新製品／ DEMO） 低価格小型ピエゾ
ステージ　PP-18

【担当】
営業部
TEL 049-299-7291
E-mail：info@highfinesse.jp
http://www.highfinesse.jp/index.html

パイフォトニクス㈱
レーザー EXPO　N-13

レーザー照明・ディスプレイゾーン

【出展製品】
・（DEMO）ホロライト
・（DEMO）ホロライト ･ ライン
・（DEMO）ホロライト・レインボウ
・（新製品／ DEMO） ホロライト・アロー
・（新製品／ DEMO） ホロライト・プロ
ジェクター

【担当】
社長室　田中 亜希
TEL 053-581-9683
E-mail：info@piphotonics.co.jp
http://www.piphotonics.co.jp/

BASO Precision Optics Ltd.
レンズ設計・製造展　I-32

【出展製品】
・（ 新 製 品 ／ DEMO） Projection Lens 
for 4K cinema projector
・（新製品／ DEMO） CCM lens
・（新製品／ DEMO） Bi-telecentric lens 
for AOI

【担当】
Marketing & Sales
TEL +886-4-2532-0168, 162
E-mail：morris.chung@baso.com.tw
http://www.baso.com.tw/

NPO 法人 日本フォトニクス協議会 
レンズ設計・製造展　N-16

レンズ設計・製造展／赤外・紫外応用
技術展／宇宙・天文 EXPO 主催

（公社）日本分光学会 
OPIE　N-5

日本マルコ㈱
レーザー EXPO　A-1

光ファイバーゾーン

㈱日本レーザー
レーザー EXPO　B-2

【出展製品】
・（新製品）広帯域チューナブル中赤外
レーザー　MIRcat
・（新製品）Q-smart 850 色素レーザー
拡張可能モジュラー型パルス YAG レー
ザー
・（DEMO）高出力スーパーコンティ
ニューム・ファイバレーザー“SuperK 
EXTREME”
・（DEMO） 最 大 6 波 長 搭 載 高 出 力
LED
・（新製品／ DEMO） ニューポート社製品
【担当】
営業本部
TEL 03-5285-0861
E-mail：jlc@japanlaser.jp
http://www.japanlaser.jp/

JIAL セミナー開催（P.51 参照）

（一社）日本ロボット学会 
OPIE　N-5

ネオアーク㈱
レーザー EXPO　D-7

 
㈱ネオトロン

レーザー EXPO　A-3
光ファイバーゾーン

【出展製品】
・（DEMO）結晶
・（新製品）1 ｘ 24ch  光スイッチボッ
クス

【担当】
営業部　母家 隆志
TEL 03-3760-0154
E-mail：sales@neotron.co.jp
http://www.neotron.co.jp/
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㈲フィット

レンズ設計・製造展　H-33
【出展製品】
・魚眼レンズ　【FI シリーズ／ UWC シ
リーズ】
・テレセントリックレンズ
・コーンサイドビューア CSV シリーズ
・レンズ黒塗り用剤【マックロン】
・解像力チャート／ドット・チャート
【担当】
開発
TEL 0266-26-1400
E-mail：fit@fit-movingeye.co.jp
http://fit-movingeye.jp/

Finger Lakes Instrumentation
宇宙・天文 EXPO　C-26

【出展製品】
・ProLine camera
・MicroLine camera
・HS-625 High Speed Filter Wheel
・Atlas Precision Focuser
・CenterLine CL1-10 Color Filter 
Wheel

【担当】
Sales
TEL 585-624-3760
E-mail：Sales@flicamera.com
http://flicamera.com/

㈱フェイラ
レーザー EXPO　N-19

【出展製品】
・小型高出力ファイバーレーザ / 光増幅
器
・量子カスケードレーザ
・中赤外ファイバー
・レーザ保護メガネ
【担当】
営業部
TEL 03-6380-0390
E-mail：sales@feira.co.jp
http://www.feira.co.jp/

Phoseon Technology Japan ㈱
赤外・紫外応用技術展　D-33

フォトテクニカ㈱
レーザー EXPO　B-1

【出展製品】
・（新製品）高出力フェムト秒レーザ　
(PHAROS)
・（新製品／ DEMO） 完全空冷 one box

微小光学研究会
レンズ設計・製造展　N-16

㈱ビジョンセンシング
赤外・紫外応用技術展　N-7

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 国産小型遠赤外線
モジュール　VIM-Gen2 シリーズ

【担当】
営業部　小川
TEL 06-4800-0151
E-mail：info@vision-sensing.jp
http://www.vision-sensing.jp/

ビューラー㈱
レンズ設計・製造展　J-9

【出展製品】
・光学薄膜製造用スパッタリング装置  
ヘリオスシリーズ
・DLC 製造装置　DLC600
・光学薄膜製造用蒸着装置　サイラスプ
ロシリーズ
・真空蒸着装置　アレスシリーズ
・（新製品）大型天体観測用反射ミラー
製造装置　デイモス 5500

【担当】
ライボルトオプティクス部
TEL 045-477-3000
E-mail：japan.buhler@buhlergroup.com
http://www.buhlergroup.com/

㈲ファーストライト
レーザー EXPO　A-7

光ファイバーゾーン

【出展製品】
・（DEMO）光ファイバーセンサー計測
器 SmartScan SS02 他

【担当】
営業部
TEL 03-3744-7122
E-mail：inquiry@firstlight-inc.com
http://www.firstlight-inc.com/

ファイブラボ㈱
レンズ設計・製造展　B-9

ファナック㈱
レンズ設計・製造展　G-2

出展社セミナー開催（P.51 参照）

BKtel パシフィック・リム㈱
レーザー EXPO　A-28

【出展製品】
・1.5um コンパクト・パルス・レーザー
・ミニチュア EDFA モジュール
・1um, 1.5um & 2um CW 高出力ファイ
バ・レーザー

【担当】
営業技術部
TEL 045-350-5447
E-mail：info@bktel-pacrim.com
http://bktel-pacrim.com/

PCL ㈱
レーザー EXPO　H-34

㈱ BWT ジャパン
メディカル＆イメージング EXPO　I-15

【出展製品】
・高出力半導体レーザー
・ラマン分光分析システム
【担当】
ジャパン・オフィス　小林　勝
TEL 048-851-3150
E-mail：japan@bwtek.jp
http://www.bwtek.jp/

光ガラス㈱
レンズ設計・製造展　C-2

（一財）光産業技術振興協会
レーザー EXPO　L-35

光産業創成大学院大学 
レーザー EXPO　A-10

NPO 法人光ファイバセンシング
振興協会 

レーザー EXPO　A-5
光ファイバーゾーン

光貿易㈱
レーザー EXPO　A-16

光貿易㈱
レンズ設計・製造展　L-37
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ProLight Opto 
 赤外・紫外応用技術展　D-34

【出展製品】
・High Power 3535 UV LED
・High Power Viewing Angle 60° 3535 
UV LED 
・（新製品）Mid Power 3020 UV LED
・（新製品）7W High Power 5050 UV 
LED
・（新製品）UV Module
【担当】
Sales
TEL +886-3-4618618
E-mail：sales@prolightopto.com
http://www.prolightopto.com/

㈱プロリンクス
レーザー EXPO　H-8

【出展製品】
・（DEMO）光学・照明設計ソフトウェ
ア Zemax OpticStudio
・ 汎 用 電 磁 光 学 設 計 ソ フ ト ウ ェ ア 
VirtualLab
・高品質石英光ファイバー、加工品
・中赤外 LED
・ハイパワー LD 向けマイクロオプティ
クス

【担当】
営業部
TEL 03-5256-2051
E-mail：contact@prolinx.co.jp
http://www.prolinx.co.jp/

出展社セミナー開催（P.51 参照）

㈱分光応用技術研究所
メディカル＆イメージング EXPO　I-18

【出展製品】
・（ 新 製 品 ／ DEMO） 小 型 分 光 イ
メ ー ジ ン グ ユ ニ ッ ト (Spect100vis), 
(Spect100nir1)
・（新製品／ DEMO） 分光イメージング
カメラ　(Spect-CAM-100vis)
・（新製品／ DEMO） 任意３バンド光学
ユニット (Tuve-3vis )

【担当】
TEL 053-523-9605
E-mail：info@sarli.jp
http://www.sarli.jp/

分光計器㈱
レンズ設計・製造展　L-13

【出展製品】
・（新製品）波長可変光源　NIJI-3

富士高周波工業㈱
レーザー EXPO　H-34

フジトク㈱
赤外・紫外応用技術展　E-25

【出展製品】
・偏光素子（ガラスポラライザー）
・光吸収膜　black coat
・レーザー用回折光学素子
・干渉フィルター
・金属ミラー
【担当】
光学営業部　浦辺 二治
TEL 03-3909-1791
E-mail：opt@fujitok.co.jp
http://www.fujitok.co.jp/

プネウム㈱
レーザー EXPO　C-22

㈱プラスチック光学
レンズ設計・製造展　L-14

【出展製品】
・プラスチック材料のレンズ、プリズム
等

【担当】
営業部
TEL 048-836-2833
E-mail：info@purakou.co.jp
http://www.purakou.co.jp/

フリアーシステムズジャパン㈱
赤外・紫外応用技術展　E-34

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 640x512 素子でフ
レームレート 1000Hz を達成した高速
サーモグラフィーカメラ　X6900sc
・（DEMO）1280x720 素子を有したサー
モグラフィーカメラ　A8300sc
・（新製品／ DEMO） 1024x768 素子を
有した非冷却型サーモグラフィーカメ
ラ　T1050sc

【担当】
リサーチ＆サイエンス ソリューション
植村 英幸
TEL 03-6721-6648
E-mail：info@flir.jp
http://www.flir.jp/

古河電気工業㈱
レーザー EXPO　G-25

フェムト秒レーザ (CARBIDE)
・（新製品／ DEMO） USB3.0 超高速通
信＆ギガビット伝送分光器（AvaSpec-
ULS2048L-EVO）
・（新製品／ DEMO） フェムト秒・ピコ
秒パルス幅測定器　(pulseCheck USB, 
Mini USB TPA-UV)
・（新製品）コンパクトフェムト秒・ピ
コ秒ファイバーレーザ（LightWire)

【担当】
営業部 レーザグループ
TEL 048-871-0067
E-mail：voc@phototechnica.co.jp
http://www.phototechnica.co.jp/

フォトニクス分科会（応物） 
OPIE　N-5

PHOTONICS MEDIA
レーザー EXPO　J-18

PHOTON ENGINEERING LLC
レンズ設計・製造展　J-35

【出展製品】
・（DEMO）FRED
【担当】
Sales and Marketing
TEL 1 520 733 9557
E-mail：sales@photonengr.com
http://www.photonengr.com/

フォトンリサーチ㈱
レーザー EXPO　M-2

【出展製品】
・（DEMO）BIO-9000 シリーズ 高性能
ファイバ型レーザー
・（DEMO）FM-9000 シリーズ ファイ
バ型多波長出力レーザー
・（DEMO）PD-3000 シリーズ 小型高性
能 DPSS レーザー
・（DEMO）レーザービームホモジナイ
ザー
・Crystal Laser
【担当】
営業部
TEL 03-6659-8368
E-mail：sales@prd.co.jp
http://www.prd.co.jp/

藤井光学 ㈱
レンズ設計・製造展　M-13
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MicroVision, Inc. 

レーザー EXPO　N-11
レーザー照明・ディスプレイゾーン

（一財）マイクロマシンセンター
マイクロ・ナノ応用技術展　E-39

丸文㈱
レーザー EXPO　J-22

【出展製品】
・（新製品）産業用高出力ファイバレー
ザ／半導体レーザ
・（新製品）超短パルスレーザ用ファイ
バー伝送システム
・産業用超短パルスレーザ
・ハイパワー LED 光源
・ファイバ付高出力半導体レーザモ
ジュール LDM シリーズ

【担当】
システム営業本部 営業第 3 部
TEL 03-3639-9811
E-mail：m-laser@marubun.co.jp
http://www.marubun.co.jp/product/
laser/index.html

JIAL セミナー開催（P.51 参照）

三田技研㈲
レーザー EXPO　A-13

【出展製品】
・（ 新 製 品 ／ DEMO） レ ー ザ ー セ ー
ファー
・レーザー安全トータルサポート
【担当】
営業部
TEL 04-7146-1353
E-mail：info@mitagiken.co.jp
http://www.mitagiken.co.jp/

武蔵オプティカルシステム㈱
レンズ設計・製造展　L-7

【出展製品】
・OptMag
【担当】
営業部
TEL 048-662-6424
E-mail：k-suzuki@musashi-opt.co.jp
http://www.musashi-opt.co.jp/

㈱ムラキ
レンズ設計・製造展　D-21

【出展製品】
・静圧軸受スピンドル

堀田光学工業㈱
レンズ設計・製造展　L-34

【出展製品】
・球面レンズ、ミラー、プリズム、フィ
ルター

【担当】
営業部
TEL 044-411-2268
E-mail：eigyou@hottaopt.co.jp
http://www.hottaopt.co.jp/

㈱ホッタレンズ
レンズ設計・製造展　I-36

【出展製品】
・ガラス非球面レンズ
【担当】
本社
TEL 072-437-1358
E-mail：hotta@smile.ocn.ne.jp
http://www.hottalens.com/

ポリテックジャパン㈱
レーザー EXPO　K-2

【出展製品】
・（DEMO）3D ス キ ャ ニ ン グ 振 動 計 
PSV-500-3D
・（新製品／ DEMO） スキャニング振動
計 PSV-500-Xtra
・（DEMO） 表 面 形 状 測 定 シ ス テ ム 
TMS-100
・（DEMO）レーザ表面速度計 LSV
【担当】
営業部
TEL 045-478-6980
E-mail：info.jp@polytec.com
http://www.polytec.com/jp/

㈱堀場製作所
レーザー EXPO　B-17

HongJing Optical
Technology Co., Ltd.

レンズ設計・製造展　M-15
【出展製品】
・CMOS センサー用撮像レンズ
・フィッシュアイレンズ
・車載用レンズ
【担当】
Sales　崔 澤模
TEL +86-760-88587578
E-mail：sale4@hongjing-optech.com
http://ja.hongjing-optech.com/

・（新製品）真空紫外・深紫外用色消し
レンズ

【担当】
営業部
TEL 042-646-4123
E-mail：sales@bunkoukeiki.co.jp
http://www.bunkoukeiki.co.jp/

ヘルツ㈱
宇宙・天文 EXPO　C-25

【出展製品】
・（新製品）アクティブ微小振動制御シ
ステム　AVI/LFS
・アクティブ微小振動制御システム　
TS
・（ 新 製 品 ） 低 周 波 数 防 振 シ ス テ ム　
G-zero

【担当】
営業部　横山 大介
TEL 045-450-2211
E-mail：sales@herz-f.co.jp
http://www.herz-f.co.jp/

Hellma Materials GmbH
赤外・紫外応用技術展　F-29

【出展製品】
・Calc ium Fluor ide crysta l  with 
diameter 440mm
・Bar ium Fluor ide  crysta l  wi th 
diameter 350mm

【担当】
Sales & Marketing
TEL +49 3641 2877 0
E-mail：info.materials@hellma.com
http://hellma-materials.com/

鳳凰光学股份有限公司
レンズ設計・製造展　I-5

【出展製品】
・光学部品（ガラスレンズ、プリズム、
シリンドリカルレンズ）
・金属加工部品
・顕微鏡
・CCTV レンズ
・モジュール製品
【担当】
本社
TEL 86-793-8893998
E-mail：shimizu@phenixoptics.com.cn
http://www.phenixoptics.com.cn/
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技術・営業担当　松田 郁夫
TEL 03-5997-8531
E-mail：new-union@union.co.jp
http://www.union.co.jp/

Unistars Corporation
赤外・紫外応用技術展　D-36

EURESYS s.a. 
メディカル＆イメージング EXPO　J-13

横浜国立大学　丸尾研究室
マイクロ・ナノ応用技術展　E-21

Lighten Corp 
赤外・紫外応用技術展　F-25

Light Conversion Ltd. 
レーザー EXPO　B-1

REOSC
宇宙・天文 EXPO　N-1

LIDA OPTICAL AND
ELECTRONIC CO., LTD.

レンズ設計・製造展　K-8

㈱リッカンウイル
レーザー EXPO　F-14

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） AF カメラ用自動
検査装置
・（新製品／ DEMO） はんだ付け用レー
ザー光源

【担当】
営業企画部　小山 泰典
TEL 045-482-6170
E-mail：sales@likuan-will.com
http://wwww.likuan-will.com/

㈱菱光社
レンズ設計・製造展　K-36

リンカーズ㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　E-20

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） リンカーズの全く
新しいビジネスマッチングシステム

【担当】
営業企画部　井上 弘康
TEL 03-4334-8201

・ガラス拡散板
・レンズキャップ
・LTCC グリーンシート / 基板
【担当】
市場開拓部　中山 正彦
TEL 045-930-1816
E-mail：nakayama@yama-ph.co.jp
http://www.yama-ph.co.jp/

山本光学㈱
レーザー EXPO　J-26

【出展製品】
・レーザバリアカーテン YL-2200
・レーザ遮光カーテン YLC-1
・レーザ遮光ウィンドウ YL-500 ファイ
バー
・レーザ遮光保護めがね YL-717
【担当】
セフティ＆レーザー・オプト事業部
村瀬 弘幸
TEL 03-3834-1876
E-mail：safety-1@yamamoto-kogaku.
co.jp
http://www.yamamoto-kogaku.co.jp/
safety/

ユーヴィックス㈱
赤外・紫外応用技術展　D-31 

㈱ユーカリ光学研究所
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・（DEMO） 卓 上 型 赤 外 線 レ ン ズ 用
MTF 測定装置：YY-306

【担当】
技術部
TEL 03-3964-6065
E-mail：t.abura@nifty.com
http://www.yucaly.com/

㈱ユーテクノロジー 
レンズ設計・製造展　I-12

ユニオン光学㈱
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・（DEMO）高倍率・高分解能　小型ズー
ム顕微鏡　DZ4
・（DEMO） 超 長 作 動 ズ ー ム 顕 微 鏡　
UWZ2
・（DEMO） 非 接 触 段 差 測 定 顕 微 鏡
HISOMET II　DH2

【担当】

【担当】
技術部・機械工具部
TEL 03-3273-7511
E-mail：tool_info@muraki.com
http://www.muraki-ltd.co.jp/

㈱村谷機械製作所 
レーザー EXPO　G-25

㈱メステック
光測定＆ポジショニング EXPO　E-16

【出展製品】
・（新製品）PWM 方式　ピエゾドライ
バ　M-26123
・ロングストローク　対物レンズ用ピエ
ゾ　MOB シリーズ
・高速タイプ　対物レンズ用ピエゾ　
MD-100 シリーズ
・ 透 過 窓 付 き　3 軸 ピ エ ゾ ス テ ー ジ　
MAP-F シリーズ

【担当】
営業技術
TEL 048-464-5001
E-mail：sales@mess-tek.co.jp
http://www.mess-tek.co.jp/

（一社）メディカル・イメージング・
コンソーシアム

メディカル＆イメージング EXPO　J-21
メディカル＆イメージング EXPO 主催

メルク㈱
レンズ設計・製造展　A-17

メレスグリオ㈱
レーザー EXPO　K-33

山下マテリアル㈱
レンズ設計・製造展　L-18

【出展製品】
・熱サゲリューション
【担当】
営業 1G
TEL 03-3474-0611
E-mail：netsusage@yamashita-net.co.jp
http ://www.yamashita-net .co . jp/
netsusage/

山村フォトニクス㈱
赤外・紫外応用技術展　E-31

【出展製品】
・ガラス LID
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ATOM
・レーザ計測システム　XL-80
・（新製品）ラマン分光システム　inVia 
Qontor

【担当】
マーケティング
TEL 03-5366-5315
E-mail：japan@renishaw.com
http://renishaw.jp/

出展社セミナー開催（P.51 参照）

レボックス㈱
メディカル＆イメージング EXPO　J-13

㈱ワイ・イー・データ 
レーザー EXPO　L-31

㈱和絋工業
レンズ設計・製造展　L-9

【出展製品】
・マイクロレンズ・フィルタ
【担当】
営業部
TEL 048-285-2428
E-mail：eigyo@wako-optical.co.jp
http://www.wako-optical.co.jp/

・レーザー損傷試験
【担当】
TEL 06-6443-6311
E-mail：ilt@ilt.or.jp
http://www.ilt.or.jp/

レーザー・コンシェルジェ㈱
レーザー EXPO　A-29

【出展製品】
・レーザー加工情報サイト「レーザー・
コンシェルジェ」
・レーザー加工
【担当】
編集部
TEL 045-307-6177
E-mail：info@laser-concierge.com
http://www.laser-concierge.com/

Laser Focus World Japan
レーザー EXPO　M-1

（一社）レーザプラットフォーム
協議会

レーザー EXPO　H-34

レーザー輸入振興協会
OPIE　N-5

LASER World of Photonics
 (Messe Muenchen)

レーザー EXPO　D-15
【出展製品】
・LASER World of PHOTONICS 2017
・LASER World of PHOTONICS India 
2016
・LASER World of PHOTONICS China 
2017

【担当】
メッセ・ミュンヘン 日本代表部
TEL 03-6402-4583
E-mail：info@messe-muenchen.jp
http://www.messe-muenchen.jp/

LEONI Fiber Optics GmbH
レーザー EXPO　J-36

レニショー㈱
光測定＆ポジショニング EXPO　E-24

【出展製品】
・光学式アブソリュートエンコーダ　
RESOLUTE
・光学式インクリメンタルエンコーダ　

E-mail：feedback@linkers.net
https://linkers.net/

㈱ルクスレイ
レーザー EXPO　K-10

㈱ルケオ
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） フルオート スト
レインアイ LSM-9000S
・（DEMO）フルオート ストレインアイ 
LSM-9000LE
・（DEMO）脈理検査装置ストリエキャッ
チャー LSC-5000B

【担当】
営業部
TEL 03-3956-4111
E-mail：info@luceo.co.jp
http://www.luceo.co.jp/

㈱ルミネックス
レーザー EXPO　N-22

【出展製品】
・（新製品／ DEMO） 液晶光学部品、液
晶シャッター
・（新製品／ DEMO） エンジニアディ
フューザー TM

・（新製品／ DEMO） 空間光変調器
・（DEMO）グリンレンズ
・（DEMO）ディフォーマブルミラー
【担当】
Sales
TEL 03-5395-2722
E-mail：sales@luminex.co.jp
http://www.luminex.co.jp/

レイチャーシステムズ㈱
レーザー EXPO　B-14

レーザー加工質問コーナー
レーザー EXPO　H-34

（一社）レーザー学会 
レーザー EXPO　A-2

レーザー EXPO 主催

（公財）レーザー技術総合研究所
レーザー EXPO　A-2

【出展製品】
・フェムト秒パルス加工試験
・レーザー超音波コンクリート診断技術
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2014 年ノーベル物理学賞受賞　天野 浩先生の話が聴ける！

JPC 産業用 LED 応用研究会＆工学院大学 2016 年 5 月合同講演会

マイクロLEDディスプレイのための
発光素子展望

NPO 法人日本フォトニクス協議会（JPC）・産業用 LED 応用研究会と工学院大学は、下記要領にて 5 月 17 日（火）
に講演会を開催いたします。
講演のテーマは「マイクロ LED ディスプレイのための発光素子展望」です。スタジアムなど屋外施設において LED を
用いた高輝度大型ディスプレイが実用化されていますが、この仕組みを超小型ディスプレイに応用するためには極小な
LED の開発とその集積化が必要となります。これを実現可能にする研究開発が進められていますが、本講演会では天野
浩先生にご登壇いただくほか、マイクロ LED 実現の可能性を探るべく、LED の基礎から応用展開について斯界でご活
躍されているキーパーソンの方々にご講演をいただきます。
つきましては、皆様お誘い合わせの上、ご参加いただきますようご案内申し上げます。

日時：2016 年 5 月 17 日（火）13:20 ～ 17:00
会場：工学院大学新宿校舎・アーバンテックホール
　　　〒163-8677　東京都新宿区西新宿 1-24-2
　　　　http://www.kogakuin.ac.jp/facilities/campus/shinjuku/detail/info.html

主催：日本フォトニクス協議会／工学院大学
後援：オプトロニクス社

座長：山口智広先生（工学院大学）
13：20 ～ 13：30　開会挨拶 ……… 佐藤 光史 先生（工学院大学 学長）
13：30 ～ 14：15　マイクロ LED ディスプレイの基礎と課題
   ……… 本田　徹 先生（工学院大学）
14：15 ～ 15：00　LED の開発と量子効率
   ……… 牛田 泰久 氏（豊田合成株式会社）  
＜15：00 ～ 15：15　休憩＞
15：15 ～ 16：00　リアルドット 4K LED ディスプレイと LED に対する要望
   ……… 原口 幸慶 氏（ヒビノ株式会社）
16：00 ～ 16：50　産業用 LED の将来展望
   ……… 天野　浩 先生（名古屋大学） 
16：50 ～ 17：00　閉会挨拶 ……… 羽鳥 光俊 先生（日本フォトニクス協議会理事長、東大名誉教授）

プログラム

定　員：273 名（定員になり次第締め切ります）
参加費：一般　4,000 円（税込）

特定非営利活動法人日本フォトニクス協議会　　Ｗｅｂサイト　http://www.j-photonics.org/
ＪＰＣフォーラム事務局：〒162 東京都新宿区新小川町 5-5　サンケンビル１F
TEL.03-5228-3541　 FAX.03-3269-2551  Ｅメール：jpcinfo@j-photonics.org

お申込みは WEB サイトをご利用下さい ▼ http://www.optronics.co.jp/seminar/micro-led.php

〈資料請求 No.75〉
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5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-20

〈資料請求 No.78〉



5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-20

〈資料請求 No.79〉
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〈資料請求 No.85〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. J-27

〈資料請求 No.86〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-13

〈資料請求 No.87〉



〈資料請求 No.88〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. D-20

〈資料請求 No.89〉



〈資料請求 No.90〉



〈資料請求 No.91〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-9

〈資料請求 No.92〉



〈資料請求 No.93〉



〈資料請求 No.94〉



〈資料請求 No.95〉



〈資料請求 No.96〉



〈資料請求 No.97〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-1

〈資料請求 No.98〉



〈資料請求 No.99〉



〈資料請求 No.100〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-1

〈資料請求 No.101〉



OPIE’16へ出展　ブース No. J-2（板橋区ブース内）

〈資料請求 No.102〉



〈資料請求 No.103〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-37レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. A-16

〈資料請求 No.104〉



〈資料請求 No.105〉



〈資料請求 No.106-401〉

〈資料請求 No.106-402〉



〈資料請求 No.107-404〉

〈資料請求 No.107-403〉レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-38



〈資料請求 No.108-406〉

〈資料請求 No.108-405〉レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-8

レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-36



〈資料請求 No.109-407〉

〈資料請求 No.109-408〉レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-10
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〈資料請求 No.222-506〉〈資料請求 No.222-505〉〈資料請求 No.222-504〉



〈資料請求 No.223-509〉〈資料請求 No.223-508〉〈資料請求 No.223-507〉



〈資料請求 No.224-512〉〈資料請求 No.224-511〉〈資料請求 No.224-510〉



〈資料請求 No.225-515〉〈資料請求 No.225-514〉〈資料請求 No.225-513〉



〈資料請求 No.226-516〉
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■	カスタマイズドレンズ

羽田光機㈱ 営業課
TEL 03-3721-7181　FAX 03-3721-4456
E-mail: mail@haneda-optical.co.jp
http://www.haneda-optical.co.jp

■羽田光機は60年以上に及ぶ技術的蓄積，経験を生かしユーザーの多様なニーズに対応し，
各種光学部品の製作を行なっている。製作されたレンズは映像，防犯，医療，天文，分析，
製造など様々な分野で応用されている。また，製造過程における環境へ配慮と保全につと
めているとともに，適正な価格，納期，サービスを提供する。同社では現在，カスタマイ
ズドレンズの設計，製作の依頼を受け付けている。

■	任意波形ジェネレータ「UHF-AWG」

㈱オプトサイエンス TEL 03-3356-1064
E-mail: info@optoscience.com
http://www.optoscience.com

■オプトサイエンスはスイスZurich Instruments社の複雑な信号の発生と検出を行なう，任意波形ジェネレータ
を取り扱っている。デュアルチャンネル600 MHz任意波形ジェネレータで，チャンネル毎に128 MSa波形メモリ，
1.8 GSa/sの時間分解能，14-bitの垂直分解能を持つ。また，パルスカウンタ，マルチ復調，オシロスコープ，ボ
ックスカーアベレージャの信号検出機能をオプションで一台の機器に統合可能。さらにLabOne制御ソフトウェ
アに完全に統合され，高レベルのAWGコマンドとともに，スクリプト言語も提供。これによりパルスシーケン
スおよび波形を容易に定義・調整可能。量子コンピューター，NMR，EPR分光，レーダー /ライダー，フォトン
カウント，複合信号デバイス試験といった，パルス入力と高速信号検出の双方が必要なアプリケーションに最適。

■	近赤外小型分光器「Flame-NIR」

オーシャンフォトニクス㈱ 営業部　オーシャンオプティクス課
TEL 03-6278-9470　FAX 03-6278-9480
E-mail: sales@oceanphotonics.com
http://www.oceanphotonics.com

■オーシャンフォトニクスは米国Ocean Optics社製の近赤外ファイバーマルチチャンネル
分光器「Flame-NIR」の販売を開始した。非冷却 InGaAsディテクタ搭載の近赤外用ファイ
バーマルチチャンネル分光器で，可視光領域スタンダードモデルと同じサイズで設計され
ており，二台を組み合わせ，OPwave+分光器制御用ソフトウェアを用いることで，省スペ
ースの紫外～可視～近赤外領域測定が可能になる。また，ユーザー側でスリットの交換が
可能なため，1台の分光器で測定に応じた波長分解能，スループットを選択できる。主な
アプリケーションは穀物，飼料，食用油などの品質管理，医薬品の成分測定など。

■	高出力LD量産品対応バーンイン装置
「LTS-7540」

㈱日本レーザー ニューポート機器部
担当：内田和貴
TEL 03-5285-0853　FAX 03-5285-0860
E-mail: newport@japanlaser.co.jp
http://www.japanlaser.co.jp/

■日本レーザーは米国 ILX Lightwave社製高出力LD量産品対応バーンイン装置「LTS-7540」
の取り扱いを開始した。量産対応に特化した低価格のバーンイン装置で，同社従来品の
LRS-9550の一部機能を省略した。最大デバイス数は252 ch，レーザー駆動電流範囲は5～
30 A，レーザー駆動電圧は～3 V，温度範囲は40～65度，温度制御は発熱体水冷となって
いる。操作は装置内蔵のタッチスクリーンで行なえる。この夏には研究から試作用途に特
化した低チャンネル・バーンイン装置「LRS-9750」も発売予定。

OPTRONICS（2016）No.5 231



roducts        nformationP I

■	ROFIN-SINAR社製パルスCO2レーザー
「SRシリーズ」

㈱インテック 営業所
TEL 03-3301-9671　FAX 03-3301-9672
E-mail: sales@intech-jp.com
http://www.intech-jp.com

■インテックは，ドイツROFIN-SINAR社製パルスCO
2
レーザーの取り扱いを開始した。拡

散冷却式スラブレーザー技術を搭載した高ビーム品質なCO
2
レーザーで，短パルス幅の高

ピークパワーを提供する。高速加工に加え，HAZ（熱影響域）を最小限に抑える高品質加
工も行なえる。平均出力125 W，175 W，250 Wをラインナップ。OEM対応の450 Wも揃
える。ゴムやプラスチック，アクリル，テキスタイル，木材などの切断・穴あけ，マーキ
ングなどの加工を可能にする。

■	リチウムイオン伝導性ガラスセラミックス
「LICGCTM焼結体-01」

㈱オハラ 特殊品事業部　LB-BU�LB課
担当：加藤達也
TEL 042-718-2698　FAX 042-774-1799
E-mail: ta_katoh@ohara-inc.co.jp
http://www.ohara-inc.co.jp/jp/index.html

■オハラは，リチウムイオン伝導性ガラスセラミックス「LICGCTM焼結体 -01」を発売した。
同社従来品「AG-01」と同等の化学的耐久性を持たせながら，より高いイオン伝導性を実現。
具体的には室温でのイオン伝導度3×10–4Scm–1，160℃でのイオン伝導度1×10–2Scm–1を示
す。また，大気中で取り扱うことが可能で，特殊な雰囲気制御を必要としない安全な固体
電解質としている。次世代リチウムイオン電池やリチウムイオンキャパシタ，リチウム資
源回収，CO

2
センサーの用途に適している。

■	カスタムメイド特殊光半導体	
受光素子アレイ

㈱オプトテクノ TEL 042-770-2115
E-mail: info@opttechno.co.jp
http://www.opttechno.co.jp/

■オプトテクノは多分割PDアレイやPIN-PDアレイの作製を行なっており，分割数，パターニングに対する相談
にも応じている。各種センサー，エンコーダ用素子として最適なもので，最先端の特殊技術により，センサーの中
央に穴をあけるなど，大幅な省スペース化・高機能化を実現。レーザー光源との組合わせにより，センサーとして
利用されている。受光素子用チップについては近紫外線～近赤外線用の感度範囲を用意。また，必要とされる分光
感度・出力などにより，チップ面積／フィルタを決め受光素子アレイや分割型デバイスを設計・製作する。半導体
の小型化，軽量化，高密度化などのニーズに対応可能。試作品の仕様の打ち合わせから量産までトータル・システ
ムにも対応。製作工数や部品購入費・管理費の削減など，製造諸費用のさらなるコストダウンを図ることができる。

■	液面センサ

㈱オプトテクノ TEL 042-770-2115
E-mail: info@opttechno.co.jp
http://www.opttechno.co.jp/

■異なる2つの媒体の境界で，屈折現象が起こることを利用した，液面センサ。気体，液体の屈折率
の違いから，センサに接触している媒体を判別し，透過式，反射式の2種類がある。透過式は気体中
でLEDからフォトトランジスタに光が透過せず，液体中で光が透過して機能するタイプ。反射式は，
気体中でLEDの反射光をフォトトランジスタで受けて機能し，液体中で光が透過することにより，フ
ォトトランジスタが機能しなくなるタイプ。カスタム対応も可能。半導体の小型化，軽量化，高密度
化などのニーズに対応可能。試作品の仕様の打ち合わせから量産までトータル・システムにも対応。
製作工数や部品購入費・管理費の削減など，製造諸費用のさらなるコストダウンを図ることができる。
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ご記入いただいた個人情報はオプトロニクス社が安全に管理いたします。資料請求されました皆様の情報は請求先企業にのみお知らせいたします。

　　  FAX 03-5229-7253 営業部

FAX での資料請求にはこの用紙をご利用ください

TEL�03-3269-3550
E-mail:�advertise@optronics.co.jp
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