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特 集  新しいレーザー加工の新展開
 124	■		総論
	 		 千葉大学　尾松孝茂

 127	■		キラルな光渦が拓くレーザー加工の新展開
	 		 千葉大学　尾松孝茂

 133	■		フェムト秒ベッセルビームによる微細加工
	 		 国立研究開発法人理化学研究所　杉岡幸次

 139	■		コヒーレント光干渉パターン加工法の進展
	 		 大阪大学　中田芳樹

 144	■		ナノ秒レーザー加工によるナノ・マイクロ結晶合成
	 		 九州大学　中村大輔

 149	■		バイオ・ソフトマテリアルのフェムト秒レーザー加工
	 		 慶應義塾大学　寺川光洋

OPIE ’17開催記念特別企画

 49	■	出展各社の注目製品・併設イベント案内	
	 		 	レーザーEXPO／レンズ設計・製造展／赤外・紫外応用技術展／	

ポジショニングEXPO／メディカル&イメージングEXPO／	
宇宙・天文光学EXPO／産業用カメラ展

 173	■	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
Interview

 154	■		光技術がつくる自動運転の未来─期待されるその社会的価値
	 		 慶應義塾大学　大前　学

Photo-Tech News & Report

 161 ■		光の回折限界を超える！数学的アプローチによる画像鮮鋭化技術
 163 ■		光コム三次元形状測定器に寸法解析ソフトウェアを搭載し，高速測定を実現
マーケットレビュー

 164	■	レーザー光源・発振器の世界市場，2017年は6,314億円
連 載

 183	■	ひかり探検	
	 		第2回　反射板による反射
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 187	■	若手研究者の挑戦	
	 		第17回　	シングルピクセルイメージング〜単一画素計測による画像取得〜
	 		 神戸大学　仁田功一

2017.4 Vol.36   No.424



C
O

N
T
E
N
T
S

月刊 PDF版 有料ダウンロード配信を開始 !!
本誌を有料購読いただいている方々は無料でダウンロードできます。 www.optronics-ebook.com

編 集 長	 三 島滋弘
編集担当 	 杉 島孝弘（デジタルメディア編集長）
広告担当 	 小林鉄太郎
販売担当 	 緒 方秀正
編集顧問 	 川尻多加志
発 行 人	 大 沢哲夫

発 行 所	 ㈱
	 〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5
	 Tel.03-3269-3550㈹			Fax.03-3269-2551
	 E-mail:	 editor@optronics.co.jp（編集）
	 	 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

印 刷 所	 大東印刷工業㈱

ADVERTISING SALES OFFICES（U  S  A）
Ken Tyburski, Photonics Media

Tel.+1-413-499-0514, Fax.+1-413-443-0472, E-mail Ken.Tyburski@Photonics.com

【From Editor's】
今月号は，光技術の総合展	OPIE’ 17（OPTICS	&	Photonics	 International	
Exhibition	 2017）の開催記念号にもなります。OPIEでは，新製品から主力
製品，開発中のものなど多くの出展が見込まれています。また，技術セミ
ナーやオープンセミナーも例年にも増して充実しているので，本誌に掲載
されている見どころページをぜひチェックしてください。表紙画像は，電
気通信大学・米田仁紀教授が実習セミナーで使用されるレーザーピンセッ
トです。

今月号の特集は，レーザー加工の新たな潮流をもたらすと期待されている
注目すべき，5つの研究開発の動向にスポットライトを当てています。企
画コーディネイトをしていただいた千葉大学・尾松孝茂教授によれば，加
工の条件を決めるレーザーのパラメーターは波長や出力，パルス幅のほか
に，波面や偏光があるとし，これによるビーム成形技術の進展によって，
これまでにない特殊加工が実現可能になってきています。

本特集で解説しているベッセルビームもその一つで，さらに光渦の代表と
なるラゲールガウスビームにも大きな注目が集まっています。光渦といえ
ば，2013年に尾松教授による講演で初めて耳にしたもので，非常に興味深
いレーザー技術でした。これについては，弊社のニュースサイトOPTRONICS	
Onlineで「光渦」と検索してみてください。

今回特別企画として，レーザーコーティング技術の解説記事も掲載していま
す。大阪大学接合科学研究所・塚本雅裕准教授が主導して研究開発を進め
ているもので，国の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の一つと
して取り組んでいます。成果も着実に上がっており，昨年は工作機械メーカ
ーのヤマザキマザックがレーザー複合加工機において，塚本准教授の研究グ
ループが開発した6方向からレーザー照射するマルチビーム加工ヘッドを実
用化しています。レーザーコーティングとは何か？何ができるのか？具体的
に解説しています。本技術はOPIEにも出展するので要チェックです！

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。

	 167	■	光業界トピックス
    ・ SPIEより谷田貝氏，武田氏が，OSAより辻内氏が

ホログラフィー研究でトリプル受賞
    ・ 第32回櫻井健二郎氏記念賞，受賞者決定
    ・ 第1回「光の日」合同シンポジウムを開催

	 202	■	CALENDAR
	 203	■	EVENT
	 204	■	PRODUCTS	INFORMATION
特別レポート

 170	■		Photonics	West	2017開催レポート
コラム

 197	■	ひかりがたり
	 		 第49話　薄明光線って言えますか？
	 		 月谷昌之介

 198	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第112回　ステープラ（ホチキス）
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 200	■	USA	Today
	 		 	第91回　	いよいよ自動運転から自律運転へ！？	

〜カリフォルニア州〜
	 		 Optomarketing	USA　中島和宏

 201	■	アナザーアングル
	 		 vol.40　人工知能の光と影
	 		 編集顧問　川尻多加志

■ 次号（2017年5月号）の特集予定
特 集 「 次世代レーザ光源！ここまで来たフォトニック結晶

レーザ」
（敬称略）

・	総論：フォトニック結晶レーザの進展
京都大学　野田　進

・	フォトニック結晶レーザの高出力動作
京都大学　Menaka	Chaminda

・	フォトニック結晶レーザによるビーム走査
京都大学　北村恭子

・	フォトニック結晶ナノレーザ
日本電信電話㈱　松尾慎治

・	フォトニック結晶ナノレーザの生体センシング応用
横浜国立大学　馬場俊彦

・	フォトニック結晶ナノ量子光源
東京大学　岩本　敏様

（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）
　PDF版 （1冊） 500円 （税込）
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65出展各社の注目製品

17

同時開催 7
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　 OPTICS & PHOTONICS International 連絡協議会／
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■ 会場小間割図
■ 出展社一覧
■ 併催イベント
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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 2017

総合名称：

レーザ－ EXPO 2017
主催：（一社）レーザー学会

レンズ設計・製造展 2017
主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会

赤外・紫外応用技術展2017
主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会

ポジショニングEXPO 2017
主催：OPTRONICSメディア　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 2017
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・天文光学EXPO 2017
主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会　後援：宇宙航空研究開発機構（JAXA）／国立天文台

産業用カメラ展 2017 新設
主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会／OPTRONICSメディア

名称：

4月19日（水）・20日（木）・21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OPIC2017 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／（一社）日本赤外線学会／（一社）日本光学硝子工業会／（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／レーザー輸入振興協会／（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／大阪大学レーザーエネルギー学研究センター／（公社）日本技術士会／（地
独）神奈川県立産業技術総合研究所／（一社）神奈川県商工会議所連合会／㈱ケイエスピー／OSA／PIDA／KAPID

協賛：

50 OPTRONICS（2017）No.4



ポジショニングEXPO
産業用カメラ展

（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（OPIC2017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）

＜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）

（敬称略）

■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）

■委員長　谷田貝 豊彦（宇都宮大学） ■委員長　黒田 和男（宇都宮大学）

レーザーEXPO 赤外・紫外応用技術展 レンズ設計・製造展

OPTICS & PHOTONICS International 2017 連絡協議会

企 画 委 員 会

■ 展示会場内外で色々な無料イベントが開催されます。
● OSA（米国光学会、OFC主催）およびSPIE（Photonics WEST主催）の基調講演がJIALセミナー内で開催されます。
● 宇宙・天文光学EXPO特別講演会がアネックスホールにて開催されます。
● バイオイメージングに関するセミナーが展示会場内で開催されます。
● レーザー輸入振興協会（JIAL）の無料セミナーが展示会場内で開催されます。
● 出展企業の製品説明セミナーがアネックスホールにて開催されます。

■ 特別展示や無料相談コーナーが設置されます。
● 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相談コーナーが隣接されます。＜Booth No. I-19＞

■ 展示会入場登録で国際会議 OPIC2017のPlenary Sessionが無料で聴講いただけます。（P.64参照）

■ 展示会場内で国際会議 OPIC2017のポスターセッションが行なわれます。（開催は4/20, 21）

光とレーザーの最新技術・製品・情報が集結！

OPIE ’17の見どころ

OPTRONICS（2017）No.4 51
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レーザー学会産業賞授与式

商談スペース

コーヒー
無料サービス

4/20, 21

OPIC ポスターセッション

4/19 午後

「レーザーの教科書」出版記念セミナー

特設会場A

4/19 午前

「光の教科書」セミナー

国際会議OPIC 2017
ポスターセッション会場

SPIE 基調講演

特設会場B

4/19 午前

OSA 基調講演
4/20 午前

バイオイメージング
セミナー

4/21

JIALアドバンストテクノロジー
セミナー会場
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展示会場小間割図
会期：4月19日（水）～21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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【ア】
I-26 Archer OpTx., Inc.

D-38 ㈱アートレイ
C-32 ㈱アイ・アール・システム
M-16 アイウェーヴ㈱
E-35 ICP Technology Co., Ltd.

L-23 ㈱アイセイ
E-7 AkiTech LEO㈱
F-13 アクテス京三㈱
D-14 ㈱アサヒ電子研究所
N-9 ㈱旭プレシジョン
I-34 アジレント・テクノロジー㈱
J-2 ㈱アソー
O-2 アドコム・メディア㈱
C-29 ㈱アド・サイエンス
N-4 ㈱アバールデータ
D-18 ㈱アプロリンク
O-12 ㈱アペルザ
L-25 天草光学㈱
A-8 （公財）天田財団
I-2 アメテック㈱
B-18 ㈱彩世
K-19 ㈱アルゴ
D-33 アルワン電子㈱
E-9 AMPLITUDE JAPAN（同）
L-8 ㈱飯山特殊硝子
K-28 生田精密研磨㈱
G-25 石川県工業試験場
A-1 ㈱石原産業
J-34 ㈱五鈴精工硝子
J-2 （公財）板橋区産業振興公社
B-2 イネイブル㈱
A-17 イノベーションリサーチ㈱
C-10 IMRA America, Inc.

K-31 ImPACT（革新的研究開発推進プログラム）
N-8 インフィニテグラ㈱
A-13 InPhenix, Inc.

I-13 Wuhan Junno Tech Corp.

L-9 ㈲WAVE OPTO

H-36 Wavelength Opto-Electronic (S) Pte Ltd

G-22 ウシオ電機㈱
O-10 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター
E-36 Ultraviolet Technology CO., LTD.

O-11 （一社）映像情報メディア学会
L-26 ㈱エイム
J-13 エーアイシー㈱
E-22 ACH2テクノロジーズ㈱／㈱リンクスウェブ
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」

A-21 SPIE

J-14 Eterge Opto-Electronics Co., LTD.

G-14 エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱
B-21 NTTアドバンステクノロジ㈱
E-23 エバ・ジャパン㈱
L-1 FITリーディンテックス㈱
J-23 エフエー システム エンジニアリング㈱
J-32 応用光研工業㈱
O-11 （公社）応用物理学会
F-26 OSA-The Optical Society

B-19 大阪大学
G-25 大阪大学 接合科学研究所

A-2 大阪大学レーザーエネルギー学研究セン
ター

G-25 大阪富士工業㈱
K-11 オーシャンフォトニクス㈱
E-2 オーテックス㈱
H-21 OPI㈱
H-14 OVC Expo 2017

K-29 ㈲岡本光学加工所
G-15 ㈱オキサイド
I-36 オスラム㈱オプトセミコンダクターズ
L-37 ㈱オハラ
C-36 ㈱オハラ
K-30 ㈱オプセル
L-11 ㈱オプティカルソリューションズ
D-30 ㈱オプトアート
A-15 ㈱オプトゲート
F-18 ㈱オプトサイエンス
E-25 オプトシリウス㈱
N-18 Opto Taiwan 2017（PIDA）
I-33 ㈱オプトデザイン
N-17 ㈱オプトマックス／㈱アストロン
C-1 ㈱オプトライン
B-15 ㈱オプトロニクス社
J-22 ㈱オプトロンサイエンス
A-31 オプトワークス㈱
I-19 オムロン㈱
I-19 オムロンレーザーフロント㈱
D-6 Orientir Inc

J-2 ㈲オルサ
【カ】
J-15 カイロス㈱
N-15 可視光半導体レーザー応用コンソーシアム
A-11 カドミ光学工業㈱
O-11 （地独）神奈川県立産業技術総合研究所
B-5 カナレ電気㈱
O-1 KAPID

L-35 河合光学㈱
H-35 カンタツ㈱
B-7 ㈱キーストンインターナショナル
L-17 ㈱木下光学研究所
E-17 キャスレーコンサルティング㈱
D-25 キヤノン ITソリューションズ㈱
K-21 キヤノンオプトロン㈱
K-21 キヤノンマーケティングジャパン㈱
D-24 キヤノンマーケティングジャパン㈱
E-1 QED Technologies International Inc.

A-28 強光子場科学研究懇談会
F-28 京セミ㈱
I-9 京セラオプテック㈱
K-18 共立精機㈱
L-3 京立電機㈱
L-24 旭栄研磨加工㈱
B-10 旭光通商㈱
K-13 ㈱清原光学
J-2 ㈱金門光波
I-8 クアーズテック㈱
F-25 ㈱クォークテクノロジー
A-32 ㈱グラビトン
K-22 ㈱クラレ
D-6 Cryslaser Inc

D-31 クロニクス㈱
C-17 クロマテクノロジジャパン（同）
O-11 ㈱ケイエスピー

I-20 ケイエルブイ㈱
E-21 ㈱工苑／Nanomotion

K-27 ㈱光学技研
O-8 光学薄膜研究会
O-13 ㈱光響
E-20 神津精機㈱
N-21 コーニングインターナショナル㈱
J-26 ㈱ゴーフォトン
N-3 コーンズ テクノロジー㈱
C-31 国立天文台
K-2 ㈱コジマエンジニアリング
N-1 コニカミノルタジャパン㈱
H-20 コヒレント・ジャパン㈱
【サ】
H-8 サークルアンドスクエア㈱
C-14 サニー・ジャパン㈱
H-10 Sunex Inc.

C-37 Safran Reosc

A-24 澤木工房㈱
A-22 サンインスツルメント㈱
E-31 ㈱三永電機製作所
C-21 ㈱サンエストレーディング
J-25 ㈱三恵舎
I-19 三郷金属工業㈱
J-19 santec㈱
A-29 ㈲サンプラス
G-25 山陽特殊製鋼㈱
B-20 CIOE-China International Optoelectronic 

Exposition

A-14 Jiangsu Yudi Optical Co., Ltd.

A-19 GEE

E-38 シーシーエス㈱
F-16 Zhejiang Lante Optics Co., Ltd

J-9 CDGM GLASS CO., LTD.

K-26 CBCオプテックス㈱
M-23 ㈱ジェイテックコーポレーション
J-35 JXTGエネルギー㈱
A-27 Gentec-EO Japan（同）
E-14 シグマテック㈱
J-2 ㈱システムズエンジニアリング
C-27 次世代宇宙システム技術研究組合 

（NESTRA）
J-5 ㈲シナノ精密
M-2 ㈱渋谷光学
G-25 ㈱島津製作所
G-26 ㈱島津製作所
L-21 ㈱ジャパンセル
H-6 Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, 

Inc.

I-7 Shanghai HXF LaiYi Precision Optics Co., 

Ltd.

I-5 Shanghai LiangJiu Photoelectric CO., LTD.

H-16 ㈱湘南光学工業所
G-29 昭和オプトロニクス㈱
L-30 ㈱昭和真空
L-32 ㈱杉藤
C-7 ㈱スキャンソル
L-36 ㈲鈴木光学
C-30 Spanish Science Industries-ICEX / INEUSTAR / 

Fagor Automation

D-8 スペクトラ・クエスト・ラボ㈱
E-34 ㈱スペクトラ・コープ
M-13 スペクトラ・フィジックス㈱

出展社/団体一覧（50音順）
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D-34 住友電気工業㈱伝送デバイス研究所
B-8 住友電気工業㈱ハードメタル事業部
N-21 住友電気工業㈱半導体・エレクトロニク

ス営業部
A-9 ㈱3Dイノベーション
O-11 （公社）精密工学会
L-34 ㈲セイワ・オプティカル
D-26 ㈱セツヨーアステック／High Power Lighting

A-30 セブンシックス㈱
I-10 Zemax Japan㈱
I-18 セラテックジャパン㈱
C-20 ソーラボジャパン㈱
E-12 ㈱ソフィアプレシジョン
I-16 Zhongshan Jiejun Optical Tooling Co., Ltd.

【タ】
F-17 ㈱大興製作所
L-6 ㈱大正光学
J-20 大成化工㈱
G-28 タカノ㈱
J-7 ㈱岳将
K-33 ㈱橘光学
D-36 タックコート㈱
K-9 辰野光学㈱
K-13 中央精機㈱
L-38 ㈲鶴丸産業
D-9 ㈱ティー・イー・エム
A-18 ㈱テクニカル
E-10 テクノハンズ㈱
E-13 テクノロジーリンク㈱
C-1 ㈱デルタ光器
D-22 デルフトハイテック㈱
O-11 （一社）電子情報通信学会
L-20 ㈱東海エンジニアリングサービス
B-14 ㈱東京インスツルメンツ
J-36 ㈱東京精機工作所
D-32 東芝テリー㈱
D-10 トプティカフォトニクス㈱
E-37 豊田合成㈱
N-21 豊田産業㈱
I-15 ㈱トヨテック
F-10 トライオプティクス・ジャパン㈱
C-13 トルンプ㈱
【ナ】
E-26 ナイトライド・セミコンダクター㈱
J-16 夏目光学㈱
M-7 ㈱ナノコントロール
I-6 ナルックス㈱
D-37 Nantong Ruisen Optical Element Technology 

Co., LTD

G-25 日亜化学工業㈱
N-22 日東光器㈱
L-29 日邦光學㈱
E-32 ㈱ニデック
O-5 （一社）日本オプトメカトロニクス協会
O-11 （公社）日本技術士会
G-25 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
O-6 （一社）日本光学会
O-11 （一社）日本光学硝子工業会
O-11 日本光学測定機工業会
J-12 日本真空光学㈱
O-11 日本精密測定機器工業会
N-7 （一社）日本赤外線学会
B-13 日本デバイス㈱

J-2 日本特殊光学樹脂㈱
D-29 日本ピー・アイ㈱
O-9 NPO法人 日本フォトニクス協議会
O-11 （公社）日本分光学会
C-2 ㈱日本レーザー
O-11 （一社）日本ロボット学会
A-26 ㈱ニューメタルス エンド ケミカルス コー

ポレーション
D-2 ネオアーク㈱
A-6 ㈱ネオトロン
J-28 ㈲ノーツアンドクロス
【ハ】
L-28 ハイソル㈱
C-19 ㈱ハイテック
B-22 ハイフィネス・ジャパン㈱
N-14 パイフォトニクス㈱
N-19 ㈱ハイボルテージアジア
H-2 パナソニックFSエンジニアリング㈱
I-28 ㈱ハナムラオプティクス
J-21 ㈱浜松クオンタム
M-9 浜松ホトニクス㈱
L-12 林時計工業㈱
F-9 ピーアイ・ジャパン㈱
I-19 PCL㈱
K-32 Beam Engineering for Advanced Measurements 

Co.

N-13 日置電機㈱
F-30 光ガラス㈱
O-4 （一財）光産業技術振興協会
A-19 光産業創成大学院大学
A-5 NPO法人光ファイバセンシング振興協会
A-16 光貿易㈱
L-10 光貿易㈱
O-7 微小光学研究会（応物）
E-30 ㈱ビジョンセンシング
N-2 ビットラン㈱
J-10 ビューラー㈱
A-3 ㈱ファーストライト
B-9 ファイブラボ㈱
G-2 ファナック㈱
L-7 ㈱フィジックステクノロジー
H-34 ㈲フィット
C-26 Finger Lakes Instrumentation

N-16 ㈱フェイラ
F-27 Phoseon Technology Japan㈱
M-4 フォトテクニカ㈱
A-25 PHOTONICS MEDIA

N-12 ㈱フォトレックス
I-33 PHOTON ENGINEERING, LLC

M-21 フォトンリサーチ㈱
M-19 藤井光学㈱
D-23 ㈱フジクラ
I-19 富士高周波工業㈱
E-27 富士通特機システム㈱／（同）紫光技研
F-29 フジトク㈱
L-27 富士フイルムオプティクス㈱
I-14 HUNAN HAOZHI TECHNOLOGY CO. LTD

D-13 プネウム㈱
I-35 Fraunhofer Institute for Production Technology / 

セラミックフォーラム㈱
L-15 ㈱プラスチック光学
E-29 フリアーシステムズジャパン㈱
J-33 Brimo Technology, Inc

D-21 ㈱ブルービジョン
G-25 古河電気工業㈱
K-34 ㈲ブル精密
K-10 ㈱プロリンクス
D-28 ㈱分光応用技術研究所
L-14 分光計器㈱
L-39 ㈱ベストメディア
C-25 ヘルツ㈱
N-6 Hellma Materials GmbH

I-1 鳳凰光学股份有限公司
L-18 堀田光学工業㈱
J-30 ㈱ホッタレンズ
C-38 ホニャプラン㈱
C-28 ホフスタダ アナリティカル サービス
F-19 ポリテックジャパン㈱
J-18 ㈱堀場製作所
【マ】
E-15 ㈱マイクロ・テクニカ
N-10 MicroVision, Inc.

K-25 丸文㈱
B-6 三菱電線工業㈱
E-19 ㈱ミルス・システムズ
L-16 武蔵オプティカルシステム㈱
G-25 ㈱村谷機械製作所
L-22 メイジテクノ㈱
E-16 ㈱メステック
J-15 （一社）メディカル・イメージング・コン

ソーシアム
M-1 メルクパフォーマンスマテリアルズ㈱
E-18 ㈱モスウェル
【ヤ】
G-25 ヤマザキマザック㈱
L-19 山下マテリアル㈱
E-33 山村フォトニクス㈱
A-7 山本光学㈱
J-27 ユアサエレクトロニクス㈱
J-2 ㈱ユーカリ光学研究所
B-23 ㈱ユーテクノロジー
A-12 ユニオプト㈱
J-2 ユニオン光学㈱
E-5 ㈱ユニタック
M-18 ユニバース光学工業㈱
【ラ】
M-4 Light Conversion Ltd.

L-33 リーダー電子㈱
H-33 Liquid Instruments

D-35 リコーイメージング㈱／リコージャパン㈱
K-16 LIDA OPTICAL AND ELECTRONIC CO., 

LTD.

K-13 ㈱菱光社
C-9 ㈱ルクスレイ
J-2 ㈱ルケオ
N-20 ㈱ルミネックス
B-1 レイチャーシステムズ㈱
A-2 （一社）レーザー学会
A-2 （公財）レーザー技術総合研究所
O-3 Laser Focus World Japan

I-19 （一社）レーザプラットフォーム協議会
O-11 レーザー輸入振興協会
A-10 LASER World of PHOTONICS（Messe 

Muenchen）
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4月19日（水）

併設特別セミナー 聴講有料

4月20日（木）

併設特別セミナー 聴講有料

4月21日（金）

併設特別セミナー 聴講有料

午　前

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)
 レンズと収差入門
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル & イメージング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【MI-1 コース】　先端画像技術の医療応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 8K スーパーハイビジョン技術とその医療応用
 谷岡 健吉 氏（メディカル・イメージング・コンソーシアム）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 医療応用 3D 技術の最新動向
 山下 紘正 氏（日本大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 超音波診断装置の最新技術
 八幡　努 氏（GE ヘルスケア・ジャパン㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

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)
 波動光学、OTF
…………………………………………………………………………………………………………………………
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】　赤外線機器の利用法～サーモグラフィ、
 農業・食品分野
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 農業・食品工学分野への応用
 粉川 美踏 氏（筑波大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 近赤外イメージング装置開発とその応用
 石川 大太郎 氏（東北大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル & イメージング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【MI-2 コース】　医療光技術の新展開～ OCT、
 テラヘルツ、光音響イメージング
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 OCT の原理・現状と新規波長掃引光源による OCT の試み
 山下 真司 氏（東京大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 テラヘルツ波を用いた生体計測への期待
 斗内 政吉 氏（大阪大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 光音響イメージングの現状と展望
 石原 美弥 氏（防衛医科大学校）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

午　前

レーザー特別セミナー

【LE-1 コース】　レーザー市場～加工機、車載用、照明
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー加工機の最新技術・市場動向
 家久 信明 氏（フォトンブレインジャパン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 自動運転におけるレーザースキャナーの可能性と将来展望
 池山 智也 氏（㈱矢野経済研究所）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 レーザー照明・ディスプレイの市場動向と新たな展開
 石野 正人 氏（光科学アライアンス）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-1-1 コース】　レーザー基礎実験
 ～レーザーピンセット
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　前

レーザー特別セミナー

【LE-3 コース】　レーザー入門 (1) レーザーとは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-3-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　レンズの計測技術・微細加工・ELID 研削技術
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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 電解インプロセスドレッシング（ELID）鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　紫外線技術の基礎、LED、レーザー
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線の基礎
 佐々木 政子 氏（東海大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

産業用カメラ特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【IC-2 コース】　産業用カメラ・照明の動向
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 視覚機能としての新しい照明技術
 （第 22 回 VISION AWARD 第１位受賞記念講演）
 増村 茂樹 氏（マシンビジョンライティング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 マルチアパーチャカメラによる超高感度撮影と要素技術
 香川 景一郎 氏（静岡大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 医療用 3D カメラ
 中村 康則 氏（エフエーシステムエンジニアリング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-4 コース】　レーザー入門 (2)
 ～レーザー光とは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザー光学の基礎
 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-4-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　ウエアラブル機器～ VR、メガネ型端末
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 バーチャルリアリティ　VR 2.0 の世界
 廣瀬 通孝 氏（東京大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 ホログラム導光板方式シースルーメガネ型
 ウェアラブル端末
 中野　聡 氏（ソニー㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 シースルー型スマートグラス
 小松　朗 氏（セイコーエプソン㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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～加工、水殺菌、医療への応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 真空紫外レーザー誘起光化学表面改質と
 周期的微細隆起構造形成
 大越 昌幸 氏（防衛大学校）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 B

価格 A

価格 B

価格 A

価格 A

価格 B

価格 B

価格 B

価格 A

価格 A

SA-1「JAXA（相模原）の研究者が語る
　     宇宙コース」
■ 日　時：4月19日（水）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F203
■ プログラム
　 9:30-10:25　宇宙ヨット　イカロス
　　… 森　治 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　「あかつき」の金星気象観測　
　　… 佐藤 毅彦 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 11:30-12:25　火星の衛星探査ミッション（MMX）の概要　
　　… 川勝 康弘 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文光学EXPO 特別講演会

聴講無料

SA-2「JAXA（つくば）の研究者が語る
　宇宙コース」
■ 日　時：4月20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　地球観測用赤外線検出器の開発とその応用
　　… 片山 晴善 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　先進光学衛星搭載「広域・高分解能センサ」の概要
　　… 度會 英教 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 11:30-12:25　光データ中継システムについて　
　　… 佐藤 洋平 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文光学EXPO 特別講演会

聴講無料

聴講無料

会場：LE-1 は アネックスホール F201
　　　LEe-1-1,2 は コンコース E206

会場：LE-2 は アネックスホール F201
　　　LEe-2-1,2 は コンコース E206

会場：LE-3 は アネックスホール F201
　　　LEe-3-1 は コンコース E206

記載してあります情報は 2 月 27 日時点のもので変更されている場合がありますので予めご了承下さい。

書籍購入者のみ ※
書籍はオプトロニクス社
ブースで販売いたします。

「光の使い方～自然界の光、メガネ、レーザー」
■ 日　時：4月19日（水）10:30～12:30
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　 10:30-11:10　自然界の光
　　… 槌田 博文 氏（チームオプト㈱）
　 11:10-11:50　目と眼鏡　
　　… 丸山 晃一 氏（丸山光学研究所）
　 11:50-12:30　レーザーの発明とその特徴　
　　… 霜田 光一 氏（東京大学名誉教授）

「光の教科書」セミナー

価格 C

聴講有料「レーザー入門の入門」
■ 日　時：4月19日（水）13:30～15:00
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　 13:30-15:00　レーザーとは何か？－その魅力に迫る
　　… 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）

「ゼロから始めるレーザーの教科書」出版記念セミナー

15:10-16:05 非分散型赤外線吸収方式によるガス検知の応用
 山下 大輔 氏（理研計器㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

ポジショニング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【PE-1 コース】　ポジショニングの基礎～制圧軸受、
 センサ、アクチュエーター
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 静圧軸受
 平山 朋子 氏（同志社大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 位置決め装置のセンサ技術
 高　偉 氏（東北大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:20-16:15 位置決め装置のアクチュエータ技術
 苅田 充二 氏（電気学会）
…………………………………………………………………………………………………………………………

「光産業とオープンイノベーション」

■ 日　時：4月20日（木）9:30～12:20
■ 会　場：アネックスホール F205
■ プログラム
　 9:30-10:50　オープン・イノベーションと競争戦略
　　… 清水　洋 氏（一橋大学）
　 11:00-12:20　オープン・イノベーションで切り拓く新事業創造
　　－光産業に求められる価値創造型オープン・イノベーションー
　　… 松本　毅 氏（㈱ナインシグマ・ジャパン）

光産業とオープンイノベーションセミナー

産業用カメラ特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【IC-1 コース】　移動体に使われるカメラとその画像処理
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 ドローン搭載カメラを用いた 3D 復元
 奥富 正敏 氏（東京工業大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 自動運転のための画像技術
 青木 啓二 氏（先進モビリティ㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 ロボットのセンサカメラ　自動車からロボットまで
 実吉 敬二 氏（東京工業大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

14:10-15:05 UV による水殺菌
 岩崎 達行 氏（岩崎電気㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱，桐蔭横浜大学，名古屋市立大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

ポジショニング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【PE-2 コース】　ポジショニングの実例
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 超精密加工機の位置決め技術
 福田 将彦 氏（東芝機械㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 産業用ロボットにおけるモーション制御技術の適用事例
 神谷 陽介 氏（㈱安川電機）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:20-16:15 高精度ロングストロークステージと
 フォトニクス用多軸ステージ
 我妻 将夫 氏（ピーアイ・ジャパン㈱）
……………………………………………………………………………………………………………

  9:30-12:25 レーザーピンセット装置製作のコース
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-1-2 コース】　レーザー基礎実験
 ～ラマン散乱分光装置開発
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 ラマン散乱分光装置製作のコース
 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)
 光学ガラスとフォトニクスポリマーの基礎と応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:40 光学ガラスの基礎と応用（いかにうまく使うのか？）
 西澤 紘一 氏（㈱プライムネット）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:50-12:00  フォトニクスポリマーの基礎と最近の応用動向
 青崎　耕 氏（旭硝子㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
12:00-12:25  ガラス材とポリマーの特長比較と使い分け、
 および全体質疑応答
 西澤 紘一 氏（㈱プライムネット）／ 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】　赤外線機器の開発～防衛、赤外線カメラ、etc
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 防衛分野における赤外線技術
 工藤 順一 氏（防衛装備庁）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 非冷却型＆量子型赤外線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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 最新の赤外線機器の動向 ～近赤外線から THz まで～
 平岩 哲也 氏（コーンズテクノロジー㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-2 コース】　3D プリンター～市場動向、金属光造形、
 微細加工
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 AM 技術 (3D プリンター ) とその最新動向
 早野 誠治 氏（㈱アスペクト）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 金属光造形複合加工法による金型製造
 楢原 弘之 氏（九州工業大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 超高精細 3D プリンターによる微細構造加工
 ―樹脂、セラミックスを中心に
 丸尾 昭二 氏（横浜国立大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-2-1 コース】　レーザー基礎実験
 ～レーザーピンセット
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザーピンセット装置製作のコース
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-2-2 コース】　レーザー基礎実験
 ～ラマン散乱分光装置開発
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 ラマン散乱分光装置製作のコース
 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)
 光学薄膜の設計と成膜・測定
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:30 光学薄膜の理論と設計
 鎌田 剛忠 氏（㈱ニコン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:40-16:00 光学薄膜の成膜・測定
 生水 利明 氏（オプトグリーン㈱，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-4 コース】　赤外線検知技術～癌組織、ガス検知等
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 癌組織の赤外イメージング
 尾崎 幸洋 氏（関西学院大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 中赤外・量子カスケードレーザーの進展とその応用
 秋草 直大 氏（浜松ホトニクス㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

併催イベント
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産業用カメラ展

4月19日（水）

併設特別セミナー 聴講有料

4月20日（木）

併設特別セミナー 聴講有料

4月21日（金）

併設特別セミナー 聴講有料

午　前

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)
 レンズと収差入門
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル & イメージング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【MI-1 コース】　先端画像技術の医療応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 8K スーパーハイビジョン技術とその医療応用
 谷岡 健吉 氏（メディカル・イメージング・コンソーシアム）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 医療応用 3D 技術の最新動向
 山下 紘正 氏（日本大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 超音波診断装置の最新技術
 八幡　努 氏（GE ヘルスケア・ジャパン㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

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)
 波動光学、OTF
…………………………………………………………………………………………………………………………
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】　赤外線機器の利用法～サーモグラフィ、
 農業・食品分野
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 農業・食品工学分野への応用
 粉川 美踏 氏（筑波大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 近赤外イメージング装置開発とその応用
 石川 大太郎 氏（東北大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

メディカル & イメージング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【MI-2 コース】　医療光技術の新展開～ OCT、
 テラヘルツ、光音響イメージング
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 OCT の原理・現状と新規波長掃引光源による OCT の試み
 山下 真司 氏（東京大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 テラヘルツ波を用いた生体計測への期待
 斗内 政吉 氏（大阪大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 光音響イメージングの現状と展望
 石原 美弥 氏（防衛医科大学校）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

午　前

レーザー特別セミナー

【LE-1 コース】　レーザー市場～加工機、車載用、照明
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 レーザー加工機の最新技術・市場動向
 家久 信明 氏（フォトンブレインジャパン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 自動運転におけるレーザースキャナーの可能性と将来展望
 池山 智也 氏（㈱矢野経済研究所）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 レーザー照明・ディスプレイの市場動向と新たな展開
 石野 正人 氏（光科学アライアンス）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-1-1 コース】　レーザー基礎実験
 ～レーザーピンセット
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　前

レーザー特別セミナー

【LE-3 コース】　レーザー入門 (1) レーザーとは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-3-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　レンズの計測技術・微細加工・ELID 研削技術
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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 電解インプロセスドレッシング（ELID）鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　紫外線技術の基礎、LED、レーザー
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線の基礎
 佐々木 政子 氏（東海大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

産業用カメラ特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【IC-2 コース】　産業用カメラ・照明の動向
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 視覚機能としての新しい照明技術
 （第 22 回 VISION AWARD 第１位受賞記念講演）
 増村 茂樹 氏（マシンビジョンライティング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 マルチアパーチャカメラによる超高感度撮影と要素技術
 香川 景一郎 氏（静岡大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 医療用 3D カメラ
 中村 康則 氏（エフエーシステムエンジニアリング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-4 コース】　レーザー入門 (2)
 ～レーザー光とは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザー光学の基礎
 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-4-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　ウエアラブル機器～ VR、メガネ型端末
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 バーチャルリアリティ　VR 2.0 の世界
 廣瀬 通孝 氏（東京大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 ホログラム導光板方式シースルーメガネ型
 ウェアラブル端末
 中野　聡 氏（ソニー㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 シースルー型スマートグラス
 小松　朗 氏（セイコーエプソン㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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～加工、水殺菌、医療への応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 真空紫外レーザー誘起光化学表面改質と
 周期的微細隆起構造形成
 大越 昌幸 氏（防衛大学校）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 B

価格 A

価格 B

価格 A

価格 A

価格 B

価格 B

価格 B

価格 A

価格 A

SA-1「JAXA（相模原）の研究者が語る
　     宇宙コース」
■ 日　時：4月19日（水）9:30～12:25
■ 会　場：アネックスホール F203
■ プログラム
　 9:30-10:25　宇宙ヨット　イカロス
　　… 森　治 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　「あかつき」の金星気象観測　
　　… 佐藤 毅彦 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 11:30-12:25　火星の衛星探査ミッション（MMX）の概要　
　　… 川勝 康弘 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文光学EXPO 特別講演会

聴講無料

SA-2「JAXA（つくば）の研究者が語る
　宇宙コース」
■ 日　時：4月20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　地球観測用赤外線検出器の開発とその応用
　　… 片山 晴善 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 10:30-11:25　先進光学衛星搭載「広域・高分解能センサ」の概要
　　… 度會 英教 氏（宇宙航空研究開発機構）
　 11:30-12:25　光データ中継システムについて　
　　… 佐藤 洋平 氏（宇宙航空研究開発機構）

宇宙・天文光学EXPO 特別講演会

聴講無料

聴講無料

会場：LE-1 は アネックスホール F201
　　　LEe-1-1,2 は コンコース E206

会場：LE-2 は アネックスホール F201
　　　LEe-2-1,2 は コンコース E206

会場：LE-3 は アネックスホール F201
　　　LEe-3-1 は コンコース E206

記載してあります情報は 2 月 27 日時点のもので変更されている場合がありますので予めご了承下さい。

書籍購入者のみ ※
書籍はオプトロニクス社
ブースで販売いたします。

「光の使い方～自然界の光、メガネ、レーザー」
■ 日　時：4月19日（水）10:30～12:30
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　 10:30-11:10　自然界の光
　　… 槌田 博文 氏（チームオプト㈱）
　 11:10-11:50　目と眼鏡　
　　… 丸山 晃一 氏（丸山光学研究所）
　 11:50-12:30　レーザーの発明とその特徴　
　　… 霜田 光一 氏（東京大学名誉教授）

「光の教科書」セミナー

価格 C

聴講有料「レーザー入門の入門」
■ 日　時：4月19日（水）13:30～15:00
■ 会　場：展示ホール内特設会場A
■ プログラム
　 13:30-15:00　レーザーとは何か？－その魅力に迫る
　　… 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）

「ゼロから始めるレーザーの教科書」出版記念セミナー

15:10-16:05 非分散型赤外線吸収方式によるガス検知の応用
 山下 大輔 氏（理研計器㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

ポジショニング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【PE-1 コース】　ポジショニングの基礎～制圧軸受、
 センサ、アクチュエーター
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 静圧軸受
 平山 朋子 氏（同志社大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 位置決め装置のセンサ技術
 高　偉 氏（東北大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:20-16:15 位置決め装置のアクチュエータ技術
 苅田 充二 氏（電気学会）
…………………………………………………………………………………………………………………………

「光産業とオープンイノベーション」

■ 日　時：4月20日（木）9:30～12:20
■ 会　場：アネックスホール F205
■ プログラム
　 9:30-10:50　オープン・イノベーションと競争戦略
　　… 清水　洋 氏（一橋大学）
　 11:00-12:20　オープン・イノベーションで切り拓く新事業創造
　　－光産業に求められる価値創造型オープン・イノベーションー
　　… 松本　毅 氏（㈱ナインシグマ・ジャパン）

光産業とオープンイノベーションセミナー

産業用カメラ特別セミナー　会場：アネックスホール F201

【IC-1 コース】　移動体に使われるカメラとその画像処理
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 ドローン搭載カメラを用いた 3D 復元
 奥富 正敏 氏（東京工業大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 自動運転のための画像技術
 青木 啓二 氏（先進モビリティ㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 ロボットのセンサカメラ　自動車からロボットまで
 実吉 敬二 氏（東京工業大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

14:10-15:05 UV による水殺菌
 岩崎 達行 氏（岩崎電気㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱，桐蔭横浜大学，名古屋市立大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

ポジショニング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【PE-2 コース】　ポジショニングの実例
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 超精密加工機の位置決め技術
 福田 将彦 氏（東芝機械㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 産業用ロボットにおけるモーション制御技術の適用事例
 神谷 陽介 氏（㈱安川電機）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:20-16:15 高精度ロングストロークステージと
 フォトニクス用多軸ステージ
 我妻 将夫 氏（ピーアイ・ジャパン㈱）
……………………………………………………………………………………………………………

  9:30-12:25 レーザーピンセット装置製作のコース
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-1-2 コース】　レーザー基礎実験
 ～ラマン散乱分光装置開発
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-12:25 ラマン散乱分光装置製作のコース
 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)
 光学ガラスとフォトニクスポリマーの基礎と応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:40 光学ガラスの基礎と応用（いかにうまく使うのか？）
 西澤 紘一 氏（㈱プライムネット）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:50-12:00  フォトニクスポリマーの基礎と最近の応用動向
 青崎　耕 氏（旭硝子㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
12:00-12:25  ガラス材とポリマーの特長比較と使い分け、
 および全体質疑応答
 西澤 紘一 氏（㈱プライムネット）／ 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】　赤外線機器の開発～防衛、赤外線カメラ、etc
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 防衛分野における赤外線技術
 工藤 順一 氏（防衛装備庁）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 非冷却型＆量子型赤外線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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 最新の赤外線機器の動向 ～近赤外線から THz まで～
 平岩 哲也 氏（コーンズテクノロジー㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-2 コース】　3D プリンター～市場動向、金属光造形、
 微細加工
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 AM 技術 (3D プリンター ) とその最新動向
 早野 誠治 氏（㈱アスペクト）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 金属光造形複合加工法による金型製造
 楢原 弘之 氏（九州工業大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 超高精細 3D プリンターによる微細構造加工
 ―樹脂、セラミックスを中心に
 丸尾 昭二 氏（横浜国立大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-2-1 コース】　レーザー基礎実験
 ～レーザーピンセット
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザーピンセット装置製作のコース
 米田 仁紀 氏（電気通信大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-2-2 コース】　レーザー基礎実験
 ～ラマン散乱分光装置開発
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 ラマン散乱分光装置製作のコース
 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)
 光学薄膜の設計と成膜・測定
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:30 光学薄膜の理論と設計
 鎌田 剛忠 氏（㈱ニコン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:40-16:00 光学薄膜の成膜・測定
 生水 利明 氏（オプトグリーン㈱，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-4 コース】　赤外線検知技術～癌組織、ガス検知等
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 癌組織の赤外イメージング
 尾崎 幸洋 氏（関西学院大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 中赤外・量子カスケードレーザーの進展とその応用
 秋草 直大 氏（浜松ホトニクス㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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午　前

レーザー特別セミナー

【LE-3 コース】　レーザー入門 (1) レーザーとは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-3-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　レンズの計測技術・微細加工・ELID 研削技術
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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 電解インプロセスドレッシング（ELID）鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　紫外線技術の基礎、LED、レーザー
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線の基礎
 佐々木 政子 氏（東海大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

産業用カメラ特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【IC-2 コース】　産業用カメラ・照明の動向
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 視覚機能としての新しい照明技術
 （第 22 回 VISION AWARD 第１位受賞記念講演）
 増村 茂樹 氏（マシンビジョンライティング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 マルチアパーチャカメラによる超高感度撮影と要素技術
 香川 景一郎 氏（静岡大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 医療用 3D カメラ
 中村 康則 氏（エフエーシステムエンジニアリング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-4 コース】　レーザー入門 (2)
 ～レーザー光とは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザー光学の基礎
 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-4-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　ウエアラブル機器～ VR、メガネ型端末
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 バーチャルリアリティ　VR 2.0 の世界
 廣瀬 通孝 氏（東京大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 ホログラム導光板方式シースルーメガネ型
 ウェアラブル端末
 中野　聡 氏（ソニー㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 シースルー型スマートグラス
 小松　朗 氏（セイコーエプソン㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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～加工、水殺菌、医療への応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 真空紫外レーザー誘起光化学表面改質と
 周期的微細隆起構造形成
 大越 昌幸 氏（防衛大学校）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 B

価格 A

会場：LE-4 は アネックスホール F201
　　　LEe-4-1 は コンコース E206

SA-3「国立天文台の研究者が語る天文コース」

■ 日　時：4月21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　重力波天体を追って
　　… 田中 雅臣 氏（国立天文台）
　 10:30-11:25　30m超大型望遠鏡の巨大・精密システム　
　　… 杉本 正宏 氏（国立天文台）
　 11:30-12:25　星くずから地球へ　
　　… 小久保 英一郎 氏（国立天文台）

宇宙・天文光学EXPO 特別講演会

聴講無料

「バイオイメージングと応用への期待」

■ 日　時：4月21日（金）10:30～16:30
■ 会　場：展示ホール内特設会場B
■ プログラム
　 10:30-11:25　限界を超えたバイオイメージング：超解像顕微鏡の
　　原理と応用
　　… 藤田 克昌 氏（大阪大学）
　 11:30-12:25　超短光パルスの時空間制御による
　　非線形顕微イメージング　
　　… 磯部 圭佑 氏（理化学研究所）
　 13:30-14:25　高性能・高機能CMOSイメージセンサと
　　バイオイメージング　
　　… 徐　珉雄 氏（静岡大学）
　 14:30-15:25　生体内埋植可能な超小型CMOSイメージセンサによる
　　生体機能イメージング
　　… 太田　淳 氏（奈良先端科学技術大学院大学）
　 15:35-16:30　CMOS技術を活用したスマートバイオイメージセンサ
　　… 澤田 和明 氏（豊橋技術科学大学）

バイオイメージングセミナー

聴講無料

14:10-15:05 UV による水殺菌
 岩崎 達行 氏（岩崎電気㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱，桐蔭横浜大学，名古屋市立大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

ポジショニング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【PE-2 コース】　ポジショニングの実例
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 超精密加工機の位置決め技術
 福田 将彦 氏（東芝機械㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 産業用ロボットにおけるモーション制御技術の適用事例
 神谷 陽介 氏（㈱安川電機）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:20-16:15 高精度ロングストロークステージと
 フォトニクス用多軸ステージ
 我妻 将夫 氏（ピーアイ・ジャパン㈱）
……………………………………………………………………………………………………………

¥25,000

3/24(金)まで

価格B

¥23,000

¥23,000

¥28,000

3/25(土)以降

「ゼロから始める
レーザーの教科書」

（税込¥2,000)
購入者

「光の教科書」
（税込¥3,456)
購入者¥26,000

¥26,000

価格C ※

http://www.opie.jp/seminar/OPIE　イベント 検 索併催イベントの参加申込みはWEBサイトをご利用下さい。

一　般 ¥10,000

3/24(金)まで

価格A

主催・協賛団体会員※／出展社 ¥7,000

月刊OPTRONICS定期購読者 ¥6,000

¥13,000

¥23,000 ¥26,000学　生 ¥3,000

3/25(土)以降

¥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下記期日までにお振込み下さい。
■ カード払い …… 領収書と受講証引換券を送付いたします。

【事前申込締切： 4月17日（月）／支払期限： 4月21日(金)】
4月18日（火）以降のお申込みにつきましては、直接セミナー受付にお越し下さい。

注） 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。

※ 割引対象団体につきましては WEB サイトにて
　 ご確認下さい。

注：購入済みの場合は
　　必ずお持ち下さい。

事前（4/17 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。

価格 A

聴講有料イベント募集要項

併催イベント
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産業用カメラ展

午　前

レーザー特別セミナー

【LE-3 コース】　レーザー入門 (1) レーザーとは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-3-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
  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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　レンズの計測技術・微細加工・ELID 研削技術
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 干渉計測の基礎
 玄間 隆志 氏（㈱ニコン）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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 電解インプロセスドレッシング（ELID）鏡面研削
 大森　整 氏（理化学研究所）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　紫外線技術の基礎、LED、レーザー
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 紫外線の基礎
 佐々木 政子 氏（東海大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 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）
…………………………………………………………………………………………………………………………

産業用カメラ特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【IC-2 コース】　産業用カメラ・照明の動向
…………………………………………………………………………………………………………………………
  9:30-10:25 視覚機能としての新しい照明技術
 （第 22 回 VISION AWARD 第１位受賞記念講演）
 増村 茂樹 氏（マシンビジョンライティング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
10:30-11:25 マルチアパーチャカメラによる超高感度撮影と要素技術
 香川 景一郎 氏（静岡大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
11:30-12:25 医療用 3D カメラ
 中村 康則 氏（エフエーシステムエンジニアリング㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

午　後

レーザー特別セミナー

【LE-4 コース】　レーザー入門 (2)
 ～レーザー光とは何か？
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-16:05 レーザー光学の基礎
 黒澤　宏 氏（科学技術振興機構）
…………………………………………………………………………………………………………………………

【LEe-4-1 コース】　光学素子実験
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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】　ウエアラブル機器～ VR、メガネ型端末
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 バーチャルリアリティ　VR 2.0 の世界
 廣瀬 通孝 氏（東京大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:10-15:05 ホログラム導光板方式シースルーメガネ型
 ウェアラブル端末
 中野　聡 氏（ソニー㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:10-16:05 シースルー型スマートグラス
 小松　朗 氏（セイコーエプソン㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………

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～加工、水殺菌、医療への応用
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 真空紫外レーザー誘起光化学表面改質と
 周期的微細隆起構造形成
 大越 昌幸 氏（防衛大学校）
…………………………………………………………………………………………………………………………

価格 A

価格 A

価格 A

価格 A

価格 B

価格 A

会場：LE-4 は アネックスホール F201
　　　LEe-4-1 は コンコース E206

SA-3「国立天文台の研究者が語る天文コース」

■ 日　時：4月21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　重力波天体を追って
　　… 田中 雅臣 氏（国立天文台）
　 10:30-11:25　30m超大型望遠鏡の巨大・精密システム　
　　… 杉本 正宏 氏（国立天文台）
　 11:30-12:25　星くずから地球へ　
　　… 小久保 英一郎 氏（国立天文台）

宇宙・天文光学EXPO 特別講演会

聴講無料

「バイオイメージングと応用への期待」

■ 日　時：4月21日（金）10:30～16:30
■ 会　場：展示ホール内特設会場B
■ プログラム
　 10:30-11:25　限界を超えたバイオイメージング：超解像顕微鏡の
　　原理と応用
　　… 藤田 克昌 氏（大阪大学）
　 11:30-12:25　超短光パルスの時空間制御による
　　非線形顕微イメージング　
　　… 磯部 圭佑 氏（理化学研究所）
　 13:30-14:25　高性能・高機能CMOSイメージセンサと
　　バイオイメージング　
　　… 徐　珉雄 氏（静岡大学）
　 14:30-15:25　生体内埋植可能な超小型CMOSイメージセンサによる
　　生体機能イメージング
　　… 太田　淳 氏（奈良先端科学技術大学院大学）
　 15:35-16:30　CMOS技術を活用したスマートバイオイメージセンサ
　　… 澤田 和明 氏（豊橋技術科学大学）

バイオイメージングセミナー

聴講無料

14:10-15:05 UV による水殺菌
 岩崎 達行 氏（岩崎電気㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
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㈱，桐蔭横浜大学，名古屋市立大学）
…………………………………………………………………………………………………………………………

ポジショニング特別セミナー　会場：アネックスホール F205

【PE-2 コース】　ポジショニングの実例
…………………………………………………………………………………………………………………………
13:10-14:05 超精密加工機の位置決め技術
 福田 将彦 氏（東芝機械㈱）
…………………………………………………………………………………………………………………………
14:15-15:10 産業用ロボットにおけるモーション制御技術の適用事例
 神谷 陽介 氏（㈱安川電機）
…………………………………………………………………………………………………………………………
15:20-16:15 高精度ロングストロークステージと
 フォトニクス用多軸ステージ
 我妻 将夫 氏（ピーアイ・ジャパン㈱）
……………………………………………………………………………………………………………

¥25,000

3/24(金)まで

価格B

¥23,000

¥23,000

¥28,000

3/25(土)以降

「ゼロから始める
レーザーの教科書」

（税込¥2,000)
購入者

「光の教科書」
（税込¥3,456)
購入者¥26,000

¥26,000

価格C ※

http://www.opie.jp/seminar/OPIE　イベント 検 索併催イベントの参加申込みはWEBサイトをご利用下さい。

一　般 ¥10,000

3/24(金)まで

価格A

主催・協賛団体会員※／出展社 ¥7,000

月刊OPTRONICS定期購読者 ¥6,000

¥13,000

¥23,000 ¥26,000学　生 ¥3,000

3/25(土)以降

¥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下記期日までにお振込み下さい。
■ カード払い …… 領収書と受講証引換券を送付いたします。

【事前申込締切： 4月17日（月）／支払期限： 4月21日(金)】
4月18日（火）以降のお申込みにつきましては、直接セミナー受付にお越し下さい。

注） 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。

※ 割引対象団体につきましては WEB サイトにて
　 ご確認下さい。

注：購入済みの場合は
　　必ずお持ち下さい。

事前（4/17 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。

価格 A

聴講有料イベント募集要項

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

ケイエルブイ㈱
超小型 MEMS型 近赤外分光センサモジュール
と最新のアプリケーション
ケイエルブイ㈱

【EX-6】11：00 ～ 11：50

セラミックフォーラム㈱
Smart Optics Production
Jan-Helge Staasmeyer 氏（Fraunhofer IPT）

【EX-12】12：45 ～ 13：35

QED Technologies International, Inc.
MRF／SSIの最新技術
関口 修利 氏

（QED Technologies International Inc.）

【EX-11】11：00 ～ 11：50

ケイエルブイ㈱
超小型 MEMS型 近赤外分光センサモジュール
と最新のアプリケーション
ケイエルブイ㈱

【EX-2】12：45 ～ 13：35

㈱ブルービジョン
可視光からSWIR光をカバーするマルチ分光
イメージングおよび波長可変型光源
長谷川 孝美 氏（㈱ブルービジョン）

【EX-8】13：50 ～ 14：40

㈱工苑
ナノモーション製ピエゾモータの
精密位置決め技術
Alan Feinstein 氏（Nanomotion Ltd.）

【EX-13】13：50 ～ 14：40

パナソニックFSエンジニアリング㈱
超高精度三次元測定機　UA3Pシリーズ
微細形状測定でナノ精度ものづくりをサポート
竹内 博之 氏

（パナソニック プロダクションエンジニアリング㈱）

【EX-3】13：50 ～ 14：40

フジトク㈱
Materion Precision Optics and Thin 
Film Coatings社 光学コーティング技術の
ご紹介
David Harrison 氏（フジトク㈱）

【EX-9】14：55 ～ 15：45

ケイエルブイ㈱
Argolight社　蛍光顕微鏡の最新の品質管理
ツール
Gautier Papon (PhD) 氏（Argolight社）

【EX-14】14：55 ～ 15：45

ポリテックジャパン㈱
レーザだからできること、非接触計測が必要な訳
水谷 哲哉 氏（ポリテックジャパン㈱）

【EX-4】14：55 ～ 15：45

キヤノンITソリューションズ㈱
厳選！ 世界最高水準産業用カメラと
様々な撮像制御手法！
稲山 一幸 氏（キヤノンITソリューションズ㈱）

【JS-1】10：15 ～ 11：25

SPIE 基調講演
Technology trends in optics and 
photonics research
Peter F. Hallett 氏（SPIE）

【JS-6】10：15 ～ 11：25

OSA 基調講演

【JS-8】11：40 ～ 12：30

丸文㈱
Progress of Industrial femto second laser
Quentin Mocaer 氏（仏国Amplitude System社）

【JS-2】11：40 ～ 12：30

丸文㈱
Advanced Industrial Beam Delivery
System for Ultrafast Lasers
Dr. Bjorn Wedel（独PT Photonic Tools社）

【JS-9】13：00 ～ 13：50

㈱日本レーザー
ILX Lightwave：レーザーダイオードの
寿命・信頼性試験装置について
内田 和貴 氏（㈱日本レーザー）

【JS-3】１３：00 ～ 13：50

㈱日本レーザー
μmオーダー 3Dプリンターに拡がる多様な応用例
鶴田 逸人 氏（㈱日本レーザー）

【JS-10】14：10 ～ 15：00

スペクトラ・フィジックス㈱
最新鋭、産業用ピコ秒、フェムト秒レーザーを
用いた微細加工最前線
大野　剛 氏（スペクトラ・フィジックス㈱）

【JS-11】15：15 ～ 16：05

㈱日本レーザー
ガラスの3Dマイクロデバイスをつくる
3Dプリンター
冨田 恭平 氏（㈱日本レーザー）

【JS-4】14：10 ～ 15：00

スペクトラ・フィジックス㈱
新開発 InSight X3 広帯域フェムト秒チュー
ナブルレーザー及び理科学レーザー最新情報
高橋 伴明 氏（スペクトラ・フィジックス㈱）

【JS-5】１5：15 ～ 16：05

㈱日本レーザー
非球面レンズ、自由曲面形状を非接触3D計測
畔地 一昭 氏（㈱テックサイエンス）

【EX-1】11：00 ～ 11：50

コーンズテクノロジー㈱
最新QVGA 12μmプロセスの
遠赤外線センサー Bosonの実力
花崎 勝彦 氏（フリアーシステムズジャパン㈱）

4月19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

4月20日（木） 4月21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

併催イベント

バイオイメージングセミナー
「バイオイメージングと応用への期待」

※詳細は P.58 をご覧下さい。
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併催イベント
聴講無料オーテックス最先端光技術セミナー

お申込みはWEBサイトまで www.opie.jp/

レーザー加工相談コーナー

4月19日（水）10:00～17:00 4月20日（木）10:00～17:00 4月21日（金）10:00～17:00

▼オムロン㈱/オムロンレーザーフロント㈱
【相談範囲】
・マーキング・溶接

▼三郷金属工業㈱
【相談範囲】
・溶接・自動化

▼PCL㈱
【相談範囲】
・肉盛・クリーニング

▼（一社）レーザプラットフォーム協議会

▼オムロン㈱/オムロンレーザーフロント㈱
【相談範囲】
・マーキング・溶接

▼三郷金属工業㈱
【相談範囲】
・溶接・自動化

▼PCL㈱
【相談範囲】
・肉盛・クリーニング

▼（一社）レーザプラットフォーム協議会

▼オムロン㈱/オムロンレーザーフロント㈱
【相談範囲】
・マーキング・溶接

▼三郷金属工業㈱
【相談範囲】
・溶接・自動化

▼PCL㈱
【相談範囲】
・肉盛・クリーニング

▼（一社）レーザプラットフォーム協議会

相談無料

11：00
　～ 11：45

13：00
　～ 13：45

14：00
　～ 14：45

15：00
　～ 15：45

4月19日（水） 4月20日（木） 4月21日（金）

Enable
わずか縦、横 0.95mm、長さ 2mm の超微小カメ
ラが映し出す、見たいところに目が届くビデオカメラ

Altechna
従来のオプティクスだけでなく、次世代に向けた光
学部品の内部構造加工による、全く新しい光コンポ
ーネンツの提案

Siskiyou
レーザーキャビティーや光の引き回しに必要な安定
したマウントがなぜレーザーメーカーや LIGO プロジ
ェクト（重力波計測）に大量に使用されているのか

MenloSystems
光コム、テラヘルツ、高速分光、レーザープロセッ
シング等、ますます応用が広がるフェムト秒レーザ
ーの最新情報

Elliot Scientific
分子間や細胞間の相互作用の研究や新薬開発にか
かすことのできないマルチトラップ光ピンセット

ALPAO
高速・高ダイナミックレンジデフォーマブルミラー。高精密ボイ
スコイルモーターの採用で波面補正はもちろん、波面制御によ
り、高速でフォーカス、プロファイルコントロールが可能デフォ
ーマブルミラーはパッシブからアクティブなアイテムへ進化

Haas Laser Technologies
高出力レーザーや極短パルスレーザー使用時に加
工精度に大きな影響を与えるビームプロファイルを
インライン実時間計測する方法

LEUKOS
ここまで可能となったスーパーコンティニアム光源。
手のひらサイズで、UV 領域、高出力まで、各用
途に見合ったその最新情報

PrincetonOptronics
車載自動運転制御、ウェアラブルセンサー、プロ
キシミティーセンサー（近接センサー）、レーザー
照明、レーザープロセッシングなどの先端分野に不
可欠な VCSEL（面発光レーザー）、その実力は？

TAGoptics
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

GreenTEG
全く新しい異次元のサーモパイル！表裏計測で高
速、高感度のサーモパイルディテクター。
DUV からテラヘルツまで

Autex
新規分野や困難な分野へ挑戦する、光のみで硬化
するエポキシ材料パーキット

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 2017年4月号」を進呈！！

月刊OPTRONICS 2017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
　「新しいレーザー加工の新展開」

会場：展示ホール内　Booth No. I-19

会場：展示ホール 自社ブース内（Booth No. E-2）
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第9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 ’17会期中の4月20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。今回，
優秀賞にはリコーと三菱電機，堀場製作所が，奨励賞に
は三菱電線工業，ユニタックが，貢献賞には日本レーザ
ーとレーザー技術総合研究所，レーザックスが受賞した。
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】
『レーザープリンター用面発光レーザー（VCSEL）
アレイ』

㈱リコー
　VCSELは日本で発明されたものだが，海外勢が優勢と
なっている中で，国産技術を磨き続けている姿勢が評価
された。開発したVCSELアレイは商業印刷向けレーザ
ープリンターに搭載され，販売実績を伸ばしている。ま
た，同社は高出力VCSELアレイの開発にも成功してお
り，励起用や加工用光源などの応用が期待されている。

『光ファイバー通信用4波長集積型100	Gb/s光送
信モジュール：FU-401REA／-402REA』

三菱電機㈱
　ポスト100 Gb/s時代の本格到来に向け，競争力の高い
100 Gb/s小型モジュールを製品化させた功績が高く評価
された。独自の低電圧，高温動作のレーザー特性を活か
し，レーザーモジュールでの消費電力を大幅に減少させ
ている。

『レーザー回折／散乱式粒子径分布測定装置：LA
シリーズ』

㈱堀場製作所
　世界初とする測定精度保証の実施など，高精度・高信
頼性の高い計測装置。広範な用途に有用で，我が国のも
のづくりに大きく寄与してきたことが高く評価された。
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【奨励賞】
『広帯域偏波保持型フォトニック結晶ファイバー
（PCF）コード』

三菱電線工業㈱
　端面処理の問題で，研究以外の使用が困難とされてき
たPCFを，顕微鏡などの一般用途へ広めた功績が評価さ
れた。ほかの波長や多機能化に対する次のファイバーへ
の展開が期待されている。医療・科学などの応用で事業
規模は大きくないものの，今後の応用範囲の拡大で事業
拡大も期待されている。

『半導体レーザー治療器：Sheep』
㈱ユニタック

　医療機器分野は，薬事法に
よる規制などで難しさが多大
であるが，チャレンジングに
ビジネス展開している姿勢が
評価された。薬事認証まで取
得しており，疼痛緩和以外に
も生体への光照射の効果が報
告されている。生体にかかわ
る波長選択で 830 nmの半導
体レーザーを採用している。

【貢献賞】
『レーザー製品の輸入を通じた産業界・学術界への
貢献』

㈱日本レーザー
　レーザー関連の輸入商社としては国内最古で，多大な
実績を持つ。独自装置の開発も手掛けており，先行技術・
製品を国内に導入している。今後の高ピークパワーレー
ザー応用への取り組みはレーザー商社の中でも産業貢献

が著しいとされ，日本のレーザー産業の発展を長年にわ
たり輸入販売の側面からサポートしてきた功績が評価さ
れた。

『光学素子のレーザー損傷しきい値のデータベース』
（公財）レーザー技術総合研究所

　従来あいまいであったレーザー損傷しきい値を体系化
してデータベース化し，一般公開している。光学素子評
価に関して，国内唯一の拠点を形成しており，高出力レ
ーザーの製品化などにおいて重要な光学部品の光耐性を
客観的に評価できるシステムを構築，標準試験によるデ
ータベースの生成，部品メーカとの研究会立ち上げによ
る技術の底上げを行なっている。

『ジョブショップ事業およびレーザー加工用ヘッ
ド・周辺機器の国産ブランド「OPTICEL」による
レーザー関連産業への貢献』

㈱レーザックス
　レーザジョブショップとして周辺機器の自社開発をし
ながらレーザー加工産業の発展に貢献していることが評
価された。特許化などが可能な高度な技術ノウハウの蓄
積が推定されるため，知財権に関してより積極的な活動
が可能と考えられている。
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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

E206

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

産業用カメラ特別セミナー 会場

メディカル & イメージング
特別セミナー 会場

光産業とオープンイノベーション
セミナー 会場

産業用カメラ特別セミナー 会場

宇宙・天文光学 EXPO
特別講演会 会場 

ポジショニング
特別セミナー 会場 

2F

B A

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

レンズ特別セミナー 会場

2F
アネックスホール F202

2F
コンコース E206

2F
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

「光の教科書」セミナー／
「ゼロから始めるレーザーの
教科書」セミナー 会場 

SPIE 基調講演、OSA 基調講演、
JIAL セミナー／
バイオイメージングセミナー 会場 

レーザー特別セミナー
実験・実習 会場

4/20, 21はポスターセッション

OPIC2017会場
国際会議センターへ

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
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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 2017はPlenary Sessionおよび12の専門会議で構成されます。

Plenary Sessions　（4月19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）
　Chris Barty（ローレンス・リバモア国立研究所）
　中井 貞夫（大阪大学 名誉教授）
　Reinhart Poprawe（フラウンホーファレーザー研究所）
■Session （9:15-12:10）
　1） 自動車安全システムにおける光技術
　　… 松ケ谷 和沖 氏（デンソー ADAS推進部長）
　2） 超精密光ファイバによる周波数コムとその計測応用
　　… 美濃島 薫 氏（電気通信大学教授、JST）
　3）  限界を超える：イメージングと生物学的システム操作の時空間

技術を中心にして
　　… Jeff Squier 氏（米国 コロラド スクール オブ マインズ 教授）
　4）  Gravitational Wave Detection: Laser Interferometer Technologies 

in Advanced LIGO
　　… 新井 宏二 氏（Caltech, LIGO Senior Scientist）

Conferences　（4月18日（火）〜	21日（金））
会場：パシフィコ横浜・会議センター 3F－5F（受付 2F）

■ALPS ＇17：The 6th 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（電気通信大学）
■BISC ＇17：The 3rd Biomedical Imaging and Sensing Conference
　＜バイオイメージングと光計測＞
　主催：SPIE　議長：谷田貝 豊彦（宇都宮大学）
■  CLES/LANSA ＇17：Conference on Laser Energy Science / Laser 

and Accelerator Neutron Sources and Applications 2017
　＜レーザーエネルギー科学／レーザーと加速器中性子源ならびに応用＞
　 共催： IFE forum/大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、 

光産業創成大学院大学
　 議長： 西村 博明（大阪大学レーザーエネルギー学研究センター）、

花山 良平（光産業創成大学院大学）
■  HEDS 2017：International Conference on High Energy Density 

Science 2017＜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）

■  ICNN 2017：International Conference on Nanophotonics and 
Nanooptoelectronics

　＜ナノフォトニクスとナノ光エレクトロニクス＞
　主催：東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構
　議長：荒川 泰彦（東京大学）
■ IP ＇17：Information Photonics 2017 ＜情報フォトニクス＞
　主催：日本光学会　議長：早崎 芳夫（宇都宮大学）
■LDC ＇17：Laser Display and Lighting Conference 2017
　＜レーザーディスプレイ＞
　主催：日本光学会
　議長：黒田 和男（宇都宮大学）
■  LEDIA ＇17：The 5th 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）
■  LNPC ＇17：Light driven Nuclear-Particle physics and Cosmology
　＜高強度レーザーを基軸とする原子核・素粒子・宇宙論的研究者会議＞
　主催：広島大学
　議長：本間 謙輔（広島大学）、Ovidiu Tesileanu（ELI-NP）
■LSSE 2017：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 ＇17：The 4th Optical Manipulation Conference
　＜光マニュピュレーション＞
　主催：SPIE
　議長：尾松 孝茂（千葉大学）
■  XOPT ＇17：International Conference on X-ray Optics and 

Applications 2017＜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）

OPIC2017OPTICS & PHOTONICS International Congress同時開催 聴講有料

会場位置図

7

7

Plenary Sessionは、展示会入場登録で
無料にてご聴講いただけます。

www.opie.jp/regist.php
国際会議OPIC2017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】
・（DEMO） Ultra High-precision Glass 
Molded Aspheres
・（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　D-38

㈱アイ・アール・システム
宇宙・天文光学EXPO　C-32

【出展製品】
・（新製品） 環境試験下干渉計測システ
ム FizSET
・（新製品 /DEMO） 機能拡張オプショ
ンの豊富な小型干渉計
・（新製品 /DEMO） 量子カスケードレー
ザー、光周波数コム応用製品群
・（DEMO） 超高速赤外検出器 (MCT、
HgCdTe)
・（新製品 /DEMO） SWIR 検出器
【担当】
内藤 紘平
TEL 042-400-0373
E-mail：office@irsystem.com
http://www.irsystem.com/

アイウェーヴ㈱
レーザーEXPO　M-16

【出展製品】
・（DEMO） 偏波シンセサイザ／アナラ
イザ
・（新製品 /DEMO） デジタルオシロス
コープ HDO9000 Series
・（DEMO） ビームシェイパーカヌンダ
MP
・（新製品） iRIS
【担当】
営業サポート部　小松 信子
TEL 03-3562-8662
E-mail：sales@i-waveco.com
http://www.i-waveco.com/

ICP Technology Co., Ltd.
赤外・紫外応用技術展　E-35

㈱アイセイ 
レンズ設計・製造展　L-23

AkiTech LEO ㈱
レーザーEXPO　E-7

【出展製品】
・産業用高出力 Nd:YAG Laser System
・ コ ン パ ク ト Nd:YVO4 Laser System 
Mosquitoo
・高エネルギー出力フラッシュランプ励
起および半導体レーザー励起 Nd:YAG 
Laser System
・低価格・高分解能・高速処理・ビーム
プロフィラー
・パワー・エネルギーメーター
【担当】
営業部
TEL 042-505-6042
E-mail：info@akitechleo.com
http://www.akitechleo.com/

アクテス京三㈱
ポジショニングEXPO　F-13

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 微量塗布装置
・（DEMO） マニピュレータシステム
・（DEMO） LD モジュール　デスクトッ
プ高精度搭載機
・（新製品 /DEMO） チップ外観検査装
置
・（DEMO） 卓上現像・エッチング装置
【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/

㈱アサヒ電子研究所 
	 	 産業用カメラ展　D-14

㈱旭プレシジョン
赤外・紫外応用技術展　N-9

アジレント・テクノロジー㈱
レンズ設計・製造展　I-34

【出展製品】
・（新製品） 多角度可変自動測定分光光
度計　Cary 7000

【担当】
マーケティング・サービス部
TEL 0120-477-111
E-mail：email_japan@agilent.com
http://www.agilent.com/chem/jp/

㈱アソー 
レンズ設計・製造展　J-2

アドコム・メディア㈱
レーザーEXPO　O-2

出展各社の注目製品
※掲載してあります情報は3月17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’17
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・天文光学EXPO
ポジショニングEXPO赤外・紫外応用技術展
産業用カメラ展
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・高出力 LD 励起レーザー
【担当】
理科学レーザーグループ
TEL 03-6661-7921
E-mail：info@amplitude-japan.jp
http://www.amplitude-japan.jp/

㈱飯山特殊硝子
レンズ設計・製造展　L-8

【出展製品】
・ガラスレンズカット部品
・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　K-28

【出展製品】
・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

㈱石原産業
レーザーEXPO　A-1

光ファイバーゾーン

【出展製品】
・（DEMO） MFD コンバート光ファイ
バ /TEC ファイバ
・（DEMO） ナノ・マイクロ光ファイバ
加工装置
・クラッドエッチング光ファイバ
【担当】
機能材料グループ
TEL 0268-61-6300
E-mail：ask@deltafiber.jp
http://www.ishi-hara.co.jp/

㈱五鈴精工硝子
レンズ設計・製造展　J-34

【出展製品】
・紫外線透過フィルター _IHU 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

アメテック㈱
レンズ設計・製造展　I-2

【出展製品】
・（DEMO） 高精度非接触三次元レンズ
形状測定システム LUPHOScan
・超精密加工機「Nanoform®X」
・CleanBenchTM

【担当】
テーラーホブソン事業部
TEL 03-6809-2401
E-mail：taylor-hobson.japan@ametek.
com
http://www.ametek.co.jp/

㈱彩世
レーザーEXPO　B-18

㈱アルゴ
レーザーEXPO　K-19

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） CMOS 原子間力顕
微鏡　nGauge AFM
・（新製品 /DEMO） ポータブル紫外線
分光放射計　UVPad
・（新製品） レーザー加工温度観察用
サーモグラフィ　DBKPI1M
・CCD センサー「カバーガラス＆マイ
クロレンズ無し対応」 - BOBCAT カメ
ラ
・カバーガラスなし産業用 USB2.0CCD
カメラ

【担当】
営業技術
TEL 06-6339-3366
E-mail：argo@argocorp.com
https://www.argocorp.com/

アルワン電子㈱
赤外・紫外応用技術展　D-33

【出展製品】
・反射型 LED
【担当】
JM 電子部
TEL 046-292-7111
E-mail：sales@alpha-one-el.com
http://www.alpha-one-el.com/

AMPLITUDE JAPAN（同）
レーザーEXPO　E-9

【出展製品】
・（新製品） ファイバーデリバリー光パ
ラメトリック発生器
・高性能光パラメトリック発生器

㈱アド・サイエンス
宇宙・天文光学EXPO　C-29

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） Prosilica GT4090/
GT4096/GT5120
・（DEMO） 近赤外線カメラ Bobcat シ
リーズ
・ラージフォーマット CCD　iKon-XL
シリーズ
・（新製品） EM-CCD カメラ HNu シリー
ズ
・（DEMO） サイエンス用 sCMOS カメ
ラ　Zyla-5.5-USB3

【担当】
営業本部
TEL 047-434-2090
E-mail：ads-contact@ads-img.co.jp
http://www.ads-img.co.jp/

㈱アバールデータ
赤外・紫外応用技術展　N-4

【出展製品】
・（新製品） 近赤外線ラインセンサカメ
ラ :ABL-005WIR
・（DEMO） 近赤外線 VGA カメラ :ABA-
003IR
・近赤外線 QVGA カメラ :ABA-001IR
【担当】
営業部　栗田 頼冶
TEL 042-732-1030
E-mail：sales@avaldata.co.jp
http://www.avaldata.co.jp/

㈱アプロリンク
産業用カメラ展　D-18

㈱アペルザ 
レーザーEXPO　O-12

天草光学㈱
レンズ設計・製造展　L-25

（公財）天田財団
レーザーEXPO　A-8

【出展製品】
・天田財団助成研究成果報告書
【担当】
（公財）天田財団
TEL 0463-96-3580
E-mail：zaidan@amada-f.or.jp
http://www.amada-f.or.jp/
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エーアイシー㈱
メディカル＆イメージングEXPO　J-13

ACH2 テクノロジーズ㈱／ 
㈱リンクスウェブ

産業用カメラ展　E-22
【出展製品】
・（ 新 製 品 /DEMO） オ ー ト フ ォ ー
カ ス ACH200/600HDMI カ メ ラ 高
ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ カ メ ラ ACH-
300DOL、UVC ロ ー コ ス ト カ メ ラ
ACH200/500/800UVC
・（ 新 製 品 /DEMO） 近 赤 外 カ メ ラ
ACH100-NIR
・（新製品 /DEMO） 高ダイナミックレ
ンジ 300 万画素 カメラ ACH-300DOL
・（新製品 /DEMO） UVC ローコストカ
メラ　ACH200/500/800UVC

【担当】
営業部　清水　巌
TEL 042-444-0560
E-mail：shimizu@ach2-tech.co.jp
http://www.ach2-tech.com/

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　A-21

基調講演 開催（P.59 参照）

Eterge Opto-Electronics Co., LTD.
レンズ設計・製造展　J-14

エドモンド・オプティクス・
ジャパン㈱

レーザーEXPO　G-14

NTT アドバンステクノロジ㈱
レーザーEXPO　B-21

エバ・ジャパン㈱
産業用カメラ展　E-23

InPhenix, Inc. 
レーザーEXPO　A-13

Wuhan Junno Tech Corp. 
レーザーEXPO　I-13

㈲ WAVE OPTO
レンズ設計・製造展　L-9

Wavelength Opto-  
Electronic (S) Pte Ltd

レーザーEXPO　H-36
【出展製品】
・Focal Beam Shaper
・Laser Doppler Vibrometer
・Laser Calorimetry System
・IR Athermal Lens
・Laser Optics
【担当】
sales
TEL 65-65649624
E-mail：info@wavelength-tech.com
http://wavelength-oe.com/

ウシオ電機㈱
レーザーEXPO　G-22

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 可視化用シードビー
ムレーザー光源
・高輝度白色光源（参考出展）
・高出力レーザーダイオードモジュール
・高出力 CAN 型レーザーダイオード
・（DEMO） ハイパワー UV LED
【担当】
光源事業部
TEL 03-5657-1015
E-mail：ld@ushio.co.jp
http://www.ushio.co.jp/jp/

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　O-10

Ultraviolet Technology CO., LTD.
赤外・紫外応用技術展　E-36

（一社）映像情報メディア学会
レーザーEXPO　O-11

㈱エイム
レンズ設計・製造展　L-26

【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

イネイブル㈱
レンズ設計・製造展　B-2

【出展製品】
・（DEMO） 非 接 触 表 面 粗 さ 測 定 機
「ARINNA」
・ フ ィ ゾ ー 式 小 型 レ ー ザ ー 干 渉 計
「AccuFiz」
・（ 新 製 品 ） 1 軸 超 音 波 振 動 ツ ー ル
「UTS2」
【担当】
営業　小川 雄也
TEL 048-227-4688
E-mail：info@enablekk.com
http://enablekk.com/

イノベーションリサーチ㈱
レーザーEXPO　A-17

【出展製品】
・技術動向分析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
TEL 03-6903-8489
E-mail：webinquiry@innovation-r.com
http://www.innovation-r.com/

IMRA America, Inc. 
レーザーEXPO　C-10

ImPACT
（革新的研究開発推進プログラム）

レーザーEXPO　K-31
【出展製品】
・超小型パワーレーザー
【担当】
革新的研究開発推進室
TEL 03-6272-3658
E-mail：impact-sn@jst.go.jp
http://www.jst.go.jp/impact/sano/

インフィニテグラ㈱
赤外・紫外応用技術展　N-8
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E-mail：sales@opt-oxide.com
http://www.opt-oxide.com/

オスラム㈱ 
オプトセミコンダクターズ

レーザーEXPO　I-36
【出展製品】
・（DEMO） ダイレクト緑色レーザー　
PL520/PLT5 520
・（DEMO） 高 出 力 青 色 レ ー ザ ー　
PL515/450B, PL TB450B
・（DEMO） 赤外 LED IR OSLUX SFH 
4780S

【担当】
マーケティング
TEL 045-313-1900
E-mail：sales_os@osram.com
http://www.osram-os.com/jp/

㈱オハラ
レンズ設計・製造展　L-37

【出展製品】
・（新製品） 光学ガラス
【担当】
光製品事業部 光製品ＢＵ 光製品営業二
課
TEL 042-772-5111
E-mail：sale@ohara-inc.co.jp
http://www.ohara-inc.co.jp/jp/

㈱オハラ
宇宙・天文光学EXPO　C-36

【出展製品】
・（新製品） ナノセラム TM

・ i 線用高均質性光学ガラス
・クリアセラム TM

・（新製品） 耐放射線光学ガラス
【担当】
特殊品営業課
TEL 042-772-5117
E-mail：sale@ohara-inc.co.jp
http://www.ohara-inc.co.jp/jp/index.
html

㈱オプセル
レンズ設計・製造展　K-30

㈱オプティカルソリューションズ
レンズ設計・製造展　L-11

【出展製品】
・（DEMO） レンズ拡散板：LSD
・ワイヤグリッド偏光フィルム：WGF
・（新製品 /DEMO） 低屈折率接着剤

オーシャンフォトニクス㈱
レーザーEXPO　K-11

【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
・スペクトラロン・パーマフレクト標準
反射板
・近赤外ファイバマルチチャンネル分光
器　FLAME-NIR

【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】
・スーパーコンティニュアム光源
・（新製品） フェムト秒ファイバーレー
ザー、光コムシステム、テラヘルツシ
ステム
・（DEMO） デフォーマブルミラー
・（DEMO） Haas Laser Technologies
・（DEMO） 光学マウント・治具
【担当】
営業部
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　H-21

OVC Expo 2017
レーザーEXPO　H-14

㈲岡本光学加工所
レーザーEXPO　K-29

㈱オキサイド
レーザーEXPO　G-15

【出展製品】
・CW 3 波長レーザ
・（DEMO） 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
・EPOCH
【担当】
事業本部
TEL 0551-26-0022

FIT リーディンテックス㈱
レンズ設計・製造展　L-1

【出展製品】
・レーザー光学部品
・（DEMO） ダイオード　レーザー
・Laser Diode Array Module
・（DEMO） TracePro
【担当】
営業部
TEL 03-3666-7100
E-mail：sales@fit-leadintex.jp
http://www.fit-leadintex.jp/

エフエー システム エンジニアリング㈱
メディカル＆イメージングEXPO　J-23

応用光研工業㈱
レーザーEXPO　J-32

【出展製品】
・IR 用光学結晶
・UV 用光学結晶
・VUV 用光学結晶
【担当】
結晶光学部　土屋 知久
TEL 0493-23-9515
E-mail：opt@oken.co.jp
http://www.oken.co.jp/

（公社）応用物理学会 
レーザーEXPO　O-11

OSA - The Optical Society
レーザーEXPO　F-26

基調講演 開催（P.59 参照）

大阪大学
レーザーEXPO　B-19

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
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・AOM/EOM【輸入販売品】
・LD/PD【輸入販売品】
・オプティクス関連
【担当】
営業部
TEL 03-5800-1341
E-mail：info@opt-ron.com
http://www.opt-ron.com/

オプトワークス㈱
レーザーEXPO　A-31

オムロン㈱
レーザーEXPO　I-19

オムロンレーザーフロント㈱
レーザーEXPO　I-19

Orientir Inc
レーザーEXPO　D-6

【出展製品】
・Windows of IR detector
・IR optics
・Lens
・ZnSe Optics
【担当】
Marketing&Sales
TEL 86-28-6634 8331
E-mail：sales@orient-ir.com
http://www.orient-ir.com/

㈲オルサ
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・（DEMO） 非干渉性オレンジ色レー
ザー
・（DEMO） 青色高出力レーザーユニッ
ト
・（DEMO） 出力超安定化 LD ファイバー
ユニット

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

カイロス㈱
メディカル＆イメージングEXPO　J-15

㈱オプトマックス／㈱アストロン
レーザーEXPO　N-17

【出展製品】
・（新製品） ガルバノメータースキャ
ナー
・（新製品） M6+ シリーズ MOPA ファ
イバーレーザ
・（新製品） レーザパワー／エネルギー
メーター　A-1200
・f- θレンズ
【担当】
営業　大竹 祐吉
TEL 03-5647-6541
E-mail：ohtake@astron-japan.co.jp
http://www.astron-japan.co.jp/

㈱オプトライン
レーザーEXPO　C-1

【出展製品】
・（DEMO） コ ン パ ク ト レ ー ザ ー モ
ジュール
・（DEMO） ハイパワー LED 光源
・（DEMO） 多波長レーザー光源 (UV, 
VIS, NIR)
・Semrock OEM・量産向けオプティク
ス
・（DEMO） ミニ HD スコープ
【担当】
本社営業部
TEL 03-3981-4421
E-mail：opl@opto-line.co.jp
http://www.opto-line.co.jp/

㈱オプトロニクス社
レーザーEXPO　B-15

【出展製品】
・月刊 OPTRONICS 最新号
・新刊「光の教科書」
・新刊「レーザーの教科書」
・光関連刊行書籍
【担当】
販売部
TEL 03-5225-6614
E-mail：booksale@optronics.co.jp
http://www.optronics.co.jp/

㈱オプトロンサイエンス
レーザーEXPO　J-22

【出展製品】
・（DEMO） ファイバーコリメーター【自
社製品】
・（DEMO） 光ファイバー関連【自社製
品】

【担当】
営業部
TEL 03-5833-1332
E-mail：info@osc-japan.com
http://www.osc-japan.com/

㈱オプトアート
産業用カメラ展　D-30

㈱オプトゲート
レーザーEXPO　A-15

㈱オプトサイエンス
レーザーEXPO　F-18

【出展製品】
・（ 新 製 品 ） 2D ガ ル バ ノ ス キ ャ ナ
（Raylase 社製）
・（ 新 製 品 ） 高 精 細 SWIR カ メ ラ
（FirstLight 社製）
・（DEMO） 高分解能波面センサ SID4
シリーズ (Phasics 社製 )
・（DEMO） 600MHz ロックインアンプ 
(Zurich Instruments 社製 )
・ 深 紫 外 L E D  O P T A N  / 
KLARAN(Crystal IS 社製 )

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

オプトシリウス㈱
赤外・紫外応用技術展　E-25

【出展製品】
・（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） Labsphere 社反射ターゲッ
ト / 積分球
・（新製品） PIXELTEQ 社マルチスペク
トルカメラ

【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 2017 (PIDA)
レーザーEXPO　N-18

㈱オプトデザイン
レンズ設計・製造展　I-33
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・（新製品 /DEMO） 蛍光材料
・（DEMO） 防汚コーティング用材料
・（DEMO） 帯電防止コーティング用材
料

【担当】
営業部
TEL 0296-21-3700
E-mail：optsales@canon-optron.co.jp 
https://www.canon-optron.co.jp/

キヤノンマーケティングジャパン㈱
レンズ設計・製造展　K-21

【出展製品】
・（DEMO） ZYGO Nexview
・ガルバノミラー
【担当】
ZYGO 販売課 CB 販売課 / 営業部
TEL 03-3740-3334
E-mail：suzuki.hidekazu@canon-mj.
co.jp
http://canon.jp/

キヤノンマーケティングジャパン㈱
産業用カメラ展　D-24

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 5M グローバル電子
シャッタ CMOS センサー
・（DEMO） 1.2 億 超高精細 CMOS セン
サー
・35mm フルサイズ　超高感度 CMOS
センサー

【担当】
産業機器企画課
TEL 03-3740-1874
E-mail：kiriyama.kuniyasu@canon-mj.
co.jp
http://cweb.canon.jp/corporate/

QED Technologies  
International Inc.

レンズ設計・製造展　E-1
【出展製品】
・MRF 研磨装置 Q-flex 100/300
・非球面スティッチング干渉計 ASI(Q)
【担当】
Japan Business
TEL 03-6264-8243
E-mail：nsekiguchi@qedmrf.com
http://www.qedmrf.com/

出展社セミナー開催（P.59 参照）

強光子場科学研究懇談会
レーザーEXPO　A-28

㈱キーストンインターナショナル
レーザーEXPO　B-7

【出展製品】
・（DEMO） ガス検知用長波長 DFB レー
ザーダイオード
・カンタムカスケードレーザー
・（DEMO） 高性能 LD コントローラー
・（DEMO） 増幅機構付ピエゾアクチュ
エータ
・（DEMO） 重荷重用ハイボルテージピ
エゾアクチュエータ

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

㈱木下光学研究所
レンズ設計・製造展　L-17

【出展製品】
・（DEMO）一眼レフカメラ用交換レン
ズ Kistar 55mm F1.2
・（新製品 /DEMO）一眼レフカメラ用
交換レンズ Kistar 35mm F1.4
・（DEMO） マシンビジョンレンズ
【担当】
設計部
TEL 042-513-5270
E-mail：eigyou@kinoshita-optical.com
http://kinoshita-optical.com/

キャスレーコンサルティング㈱
産業用カメラ展　E-17

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 画像鮮鋭化機能搭
載 FPGA-kit

【担当】
企画部・研究開発担当
TEL 03-6409-6363
E-mail：info@casleyconsulting.co.jp
http://www.casleyconsulting.co.jp/

キヤノン IT ソリューションズ㈱
産業用カメラ展　D-25

出展社セミナー開催（P.59 参照）

キヤノンオプトロン㈱
レンズ設計・製造展　K-21

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 親水コーティング
用材料
・光学結晶　BaF2

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-11

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所
レーザーEXPO　O-11

カナレ電気㈱
レーザーEXPO　B-5

【出展製品】
・高出力半導体レーザ
・ファイバ結合型半導体 LD 励起レーザ
・LD 励起受動 Q スイッチ Nd:YAG レー
ザ
・デリバリファイバ
【担当】
レーザ事業推進室
TEL 045-470-5503
E-mail：laser@canare.co.jp
http://www.canare.co.jp/

KAPID
レーザーEXPO　O-1

河合光学㈱
レンズ設計・製造展　L-35

【出展製品】
・真空蒸着製品
【担当】
営業グループ
TEL 0550-70-5360
E-mail：info@kopt.co.jp
http://www.kopt.co.jp/

カンタツ㈱
レーザーEXPO　H-35

レーザー照明・ディスプレイゾーン

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） PCB プリンター３
D-Pro １

【担当】
NB 開発部 NB 技術 Gr　登本 一孝
TEL 03-6672-5982
E-mail：k_noborimoto.@kantatsu.co.jp
http://www.kantatsu.co.jp/
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【担当】
研究開発本部　成形部材事業推進部 
長澤　敦
TEL 03-6701-1124
E-mail：Molding.Component@kuraray.
com
http://www.kuraray.co.jp/

Cryslaser Inc
レーザーEXPO　D-6

【出展製品】
・Nd:YAG
・MicroChips Crystals
・（新製品） KBBF
・Windows of IR Detectors
【担当】
Marketing & Sales
TEL 86-28-6634 8331
E-mail：sales@cryslaser.com
http://www.cryslaser.com/

クロニクス㈱
赤外・紫外応用技術展　D-31

クロマテクノロジジャパン（同） 
レーザーEXPO　C-17

 
㈱ケイエスピー

レーザーEXPO　O-11

ケイエルブイ㈱
メディカル＆イメージングEXPO　I-20

【出展製品】
・（DEMO） 蛍光顕微鏡用スライド、品
質管理システム _Argolight
・（ 新 製 品 /DEMO） Bluetooth 内 蔵　
MEMS 型　超小型 NIR 分光センサモ
ジュール
・（DEMO） ハイパースペクトルカメラ
・（DEMO） 高出力 UV － LED 照射器
・（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
https://www.klv.co.jp/

出展社セミナー開催（P.59 参照）

com
http://www.kyokko.com/

㈱清原光学
レンズ設計・製造展　K-13

㈱金門光波
レーザーEXPO　J-2

クアーズテック㈱
レンズ設計・製造展　I-8

【出展製品】
・（新製品） 石英ガラスレンズ
・SiC ミラー
・YAG レンズ
【担当】
技術開発センター　横山　優
TEL 0463-84-6649
E-mail：Yuu_Yokoyama@coorstek.co.jp
http://www.coorstek.co.jp/

㈱クォークテクノロジー
赤外・紫外応用技術展　F-25

【出展製品】
・エキシマ UV 照射装置
・UV-LED 照射装置
【担当】
営業技術部
TEL 0866-62-1367
E-mail：info@quark-tec.com
http://www.quark-tec.com/

㈱グラビトン
レーザーEXPO　A-32

【出展製品】
・（DEMO） 広帯域高性能 O/E コンバー
タ

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

㈱クラレ
レンズ設計・製造展　K-22

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） ヘッドアップディ
スプレイ用スクリーン
・（新製品 /DEMO） ヘッドマウントディ
スプレイ用ソフトフォーカスフィルタ
・（新製品 /DEMO） 高効率広視野ラン
ダム拡散フィルム

京セミ㈱
赤外・紫外応用技術展　F-28

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 光給電コンバータ
・（新製品 /DEMO） InGaAs 近赤外カメ
ラ

【担当】
営業部
TEL 03-5312-5360
E-mail：show@kyosemi.co.jp
http://www.kyosemi.co.jp/

京セラオプテック㈱
レンズ設計・製造展　I-9

共立精機㈱
レンズ設計・製造展　K-18

京立電機㈱
レンズ設計・製造展　L-3

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） MTF 測定装置
・（新製品 /DEMO） アクティブアライ
メント装置

【担当】
営業部
TEL 03-3480-1770
E-mail：sales@arrowin.co.jp
http://www.arrowin.co.jp/

旭栄研磨加工㈱
レンズ設計・製造展　L-24

【出展製品】
・マイクロレンズアレイ・位置決め孔加
工品

【担当】
代表取締役社長　平林 三記央
TEL 042-471-3034
E-mail：h.mikio@kyokuei-kenma.co.jp
http://www.kyokuei-kenma.co.jp/

旭光通商㈱
レンズ設計・製造展　B-10

【出展製品】
・（DEMO） レ ン ズ 測 定 シ ス テ ム
LensCheck
・（DEMO） カメラモジュール評価シス
テム MERIDIAN

【担当】
営業部計測機器課
TEL 03-6418-6908
E-mail：nobuyuki_kawashima@kyokko.
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営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail：sales.tokyo@coherent.com
http://www.coherent.co.jp/

サークルアンドスクエア㈱
レンズ設計・製造展　H-8

サニー・ジャパン㈱
レンズ設計・製造展　C-14

Sunex Inc. 
レンズ設計・製造展　H-10

Safran Reosc
宇宙・天文光学EXPO　C-37

【出展製品】
・Lightweighted mirrors
【担当】
Sales / Programs
TEL +33 1 69 89 76 54
E-mail：luc.thepaut@safrangroup.com
http://www.safran-reosc.com/

澤木工房㈱
レーザーEXPO　A-24

【出展製品】
・（ 新 製 品 /DEMO） レ ー ザ ー 光 源
FOLS-13-RGB

【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-22

【出展製品】
・（新製品） 5-12 μ m 疑似 CW OPO
・CW 狭線幅 OPO
・フェムト秒高出力 OPCPA
・（新製品） CO2 レーザーモニター装置
【担当】
営業部
TEL 03-5436-9361
E-mail：sun@sun-ins.com
http://www.sun-ins.com/

㈱三永電機製作所
赤外・紫外応用技術展　E-31

ズ
・（DEMO） 精密コリメータ
・（DEMO） 蛍光検出器
【担当】
営業部　菱沼 和加里
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　N-3

出展社セミナー開催（P.59 参照）

国立天文台
宇宙・天文光学EXPO　C-31

㈱コジマエンジニアリング
レンズ設計・製造展　K-2

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） NC 高精度求心研磨
装置　PM-8F 型
・（新製品 /DEMO） NC 高精度求心研磨
装置　PM-160 型
・（新製品 /DEMO） NC 全自動小径専用
研磨装置　ASS-540A 型
・（DEMO） NC 高 精 度 求 心 研 磨 装 置　
APM-8FO-2P 型
・（新製品） CNC 求心旋盤　KCN-310H
型

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

コニカミノルタジャパン㈱
赤外・紫外応用技術展　N-1

【出展製品】
・（DEMO） 分光放射照度測定システム
・（DEMO） 分光放射輝度測定システム
【担当】
センシング事業部
TEL 03-6324-1011
E-mail：sensing@konicaminolta.jp
http://sensing.konicaminolta.jp/

コヒレント・ジャパン㈱
レーザーEXPO　H-20

【出展製品】
・高出力、高輝度ファイバーレーザ「FL
シリーズ」　（〜 8 kW）

【担当】

㈱工苑／ Nanomotion
ポジショニングEXPO　E-21

【出展製品】
・（DEMO） ピエゾモータ　HR シリー
ズ
・（DEMO） Edge モータ
・ピエゾモータ用ドライバ　AB2
・（DEMO） 回 転 型　ER-15 モ ー タ シ
リーズ
・（DEMO） モーションコントローラ　
DMC-40x0

【担当】
開発部 石井
TEL 044-811-3421
E-mail：info@koenn.co.jp
http://www.koenn.co.jp/

出展社セミナー開催（P.59 参照）

㈱光学技研
レーザーEXPO　K-27

光学薄膜研究会
レンズ設計・製造展　O-8

㈱光響
レーザーEXPO　O-13

神津精機㈱
ポジショニングEXPO　E-20

【出展製品】
・6 軸マニピュレータ　MPS シリーズ
・ 小 型 6 軸 ア ラ イ メ ン ト ユ ニ ッ ト　
SMR-6B2
・（新製品） ピエゾステージドライバ　
VIRGO

【担当】
営業部営業二課
TEL 044-981-2131
E-mail：sale@kohzu.co.jp
http://www.kohzu.com/

コーニングインターナショナル㈱
レーザーEXPO　N-21

レーザー照明・ディスプレイゾーン

㈱ゴーフォトン
レンズ設計・製造展　J-26

【出展製品】
・（新製品 /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
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CBC オプテックス㈱
レンズ設計・製造展　K-26

【出展製品】
・（新製品） 新型蒸着機による低散乱＆
低ストレス蒸着
・（新製品 /DEMO） レンズ検査装置
・サファイア用紫外 AR コート
・各種光学薄膜
【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/

㈱ジェイテックコーポレーション
レンズ設計・製造展　M-23

JXTG エネルギー㈱
レーザーEXPO　J-35

Gentec-EO Japan（同）
レーザーEXPO　A-27

【出展製品】
・（新製品 /DEMO）パワーメーター等
【担当】
営業
TEL 03-5972-1290
E-mail：dsato@gentec-eo.com
https://www.gentec-eo.com/JP/

シグマテック㈱
ポジショニングEXPO　E-14

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 1 nm フィードバッ
クステージコントローラ
・（DEMO） 1nm フィードバックステー
ジ
・真空対応 1 nm フィードバックステー
ジ
・（DEMO） 10 nm フィードバックス
テージ
・（新製品 /DEMO） 10 nm フィードバッ
クステージコントローラ

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

【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/

GEE
レーザーEXPO　A-19

シーシーエス㈱
赤外・紫外応用技術展　E-38

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 深紫外 _UV-LED
照射器
・（DEMO） 表面洗浄 / 改質用 _ バッチ
式低圧水銀ランプ装置
・（DEMO） 超々高圧水銀ランプ光源
_165-SHU/D210-SHU

【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/

Zhejiang Lante Optics Co., Ltd
レンズ設計・製造展　F-16

【出展製品】
・Prism roof prism, auxiliary prism, 
reversing prism or Dove prism, Abbe 
prism, Porro prism, PICK-UP prism, 
right angle prism.
・Spherical Lens Φ 3 to Φ 120 mm， 
biconvex lens, biconcave lens, Plano-
convex lens, Plano-concave lens
・Aspheric Lens & Glass molding 
Camera Lens Security monitoring lens 
Laser collimating lens HCPV Prism, 
LED Lens Other free form parts.
・（新製品） Filter & Glass Wafer Series: 
Windows, filter, Glass Wafer etc. Size: 
Φ 3 to Φ 480 mm Material: Various 
kinds of optics materials.
・Camera Module Zoom Lenses, Fixed-
Focal Lenses

【担当】
Sales
TEL 0086-573-83347400
E-mail：sale@lante.com.cn
http://www.lante.com.cn/

CDGM GLASS CO., LTD. 
レンズ設計・製造展　J-9

㈱サンエストレーディング
レーザーEXPO　C-21

【出展製品】
・（新製品） VCSEL( 面発光レーザー )
・ガイガーモード APD, 大口径リニア
APD, 高出力レーザー
・（新製品） InP ファンドリーサービス
【担当】
営業部
TEL 03-3795-8121
E-mail：info@sanes.co.jp
http://www.sanes.co.jp/

㈱三恵舎 
レンズ設計・製造展　J-25

三郷金属工業㈱
レーザーEXPO　I-19

【出展製品】
・取っ手付き缶コーヒー
【担当】
開発グループ　長谷川 周平
TEL 06-6992-3334
E-mail：s-hasegawa@laser-factory.jp
http://www.laser-factory.jp/

santec ㈱
メディカル＆イメージングEXPO　J-19

㈲サンプラス
レーザーEXPO　A-29

【出展製品】
・ダイオードレーザー MDL-XS シリー
ズ
・複数波長 /RGB レーザー
【担当】
営業部
TEL 03-3802-9881
E-mail：mail@sunplustrading.com
http://www.sunplustrading.com/

山陽特殊製鋼㈱
レーザーEXPO　G-25

CIOE - China International 
Optoelectronic Exposition

レーザーEXPO　B-20

Jiangsu Yudi Optical Co., Ltd.
レンズ設計・製造展　A-14

【出展製品】
・光学ガラスレンズ
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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-36

Spanish Science Industries
 - ICEX / INEUSTAR /
Fagor Automation

宇宙・天文光学EXPO　C-30

スペクトラ・クエスト・ラボ㈱
レーザーEXPO　D-8

【出展製品】
・（DEMO） 波長可変半導体レーザ λ－
Master 1040
・（DEMO） 半導体光増幅器 λ -Amp 
Impulse
・（新製品 /DEMO） 高出力波長可変レー
ザ　λ -Power 1040
・（新製品 /DEMO） パルス半導体光増
幅器　λ -Amp Impulse 1040
・（新製品 /DEMO） 可視波長可変レー
ザ　λ -Master Visible

【担当】
本社　福岡 大輔
TEL 043-305-5563
E-mail：info@spectraquestlab.com
http://spectraquestlab.com/

㈱スペクトラ・コープ
赤外・紫外応用技術展　E-34

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 小型 NIR 分光器セ
ンサー　NIR Meter
・（新製品 /DEMO） 組込み用途向け分
光装置 tecSaaS

【担当】
技術
TEL 03-5328-2858
E-mail：exhibition@spectra.co.jp
http://www.spectra.co.jp/

スペクトラ・フィジックス㈱
レーザーEXPO　M-13

【出展製品】
・（新製品） 産業向けの微細加工用ピコ
秒レーザー IceFyre
・（新製品） 多光子顕微鏡向け第 3 世代、

http://www.jpcell.co.jp/

Shandong Yanggu Constant
Crystal Optics, Inc.

レンズ設計・製造展　H-6

Shanghai HXF LaiYi
Precision Optics Co., Ltd.

レンズ設計・製造展　I-7

Shanghai LiangJiu
Photoelectric CO., LTD.

レーザーEXPO　I-5

㈱湘南光学工業所
レンズ設計・製造展　H-16

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/

㈱昭和真空
レンズ設計・製造展　L-30

【出展製品】
・（新製品） 光学薄膜形成装置 Genesis-
AR

【担当】
営業本部 営業部 営業一課
TEL 042-764-0370
E-mail：sales-div.hp@showashinku.co.jp
http://www.showashinku.co.jp/

㈱杉藤
レンズ設計・製造展　L-32

㈱スキャンソル
レーザーEXPO　C-7

【出展製品】
・（新製品） 高速微細ベクタ加工用ガル
バノスキャンへッド excelliSCAN
・（新製品 /DEMO） 加工物自動アライ
メントシステム SCANalign
・ ガルバノスキャンヘッド及び周辺機

㈱システムズエンジニアリング
レンズ設計・製造展　J-2

【出展製品】
・（DEMO） OCT 断層画像撮影システム
・超小型ハイパースペクトルカメラ
【担当】
営業部
TEL 03-3946-4993
E-mail：info@systems-eng.co.jp
http://www.systems-eng.co.jp/

次世代宇宙システム技術研究組合
（NESTRA）

宇宙・天文光学EXPO　C-27
【出展製品】
・ほどよし衛星模型
・IOT モジュール「あひるさんボード」
【担当】
研究
TEL 045-317-6971
E-mail：info@nestra.jp
http://www.nestra.jp/

㈲シナノ精密
レーザーEXPO　J-5

【出展製品】
・種々の加工事例
【担当】
営業
TEL 0265-26-9142
E-mail：info@shinano-seimitsu.com
http://www.shinano-seimitsu.com/

㈱渋谷光学
レンズ設計・製造展　M-2

㈱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　G-26

㈱ジャパンセル
レンズ設計・製造展　L-21

【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
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TEL 86-13680206749
E-mail：zsjiejun@jiejuncn.com
http://www.jiejunworld.com/

㈱大興製作所
ポジショニングEXPO　F-17

【出展製品】
・（DEMO） 均一照射ユニット FlaLumi
・（DEMO） 超広帯域空間光位相変調器
（SLM）
【担当】
商品企画室
TEL 075-933-4191
E-mail：info@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】
・小径レンズ
・計測器機 / 理化学機器向けフィルター
/ ミラー
・映像機器向け各種フィルター / ミラー
【担当】
営業部　加藤 博久
TEL 0289-71-1335
E-mail：h-kato@taisyou-op.co.jp
http://www.taisyou-op.co.jp/

大成化工㈱
レンズ設計・製造展　J-20

【担当】
PD グループ 営業チーム　佐久間 雄輝
TEL 0476-36-1565
E-mail：info@taisei-kako.co.jp
http://www.taisei-kako.co.jp/

タカノ㈱
レンズ設計・製造展　G-28

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） デジタルフォログ
ラフィ検査機
・（新製品） ワンショット 3D 検査機
【担当】
技術開発室　若井 克友
TEL 03-3253-8261
E-mail：nb-dept@takano-net.co.jp 
https://www.takano-net.co.jp/

㈱岳将
レンズ設計・製造展　J-7

【出展製品】
・40kHz 小 型 超 音 波 ス ピ ン ド ル 

セブンシックス㈱
レーザーEXPO　A-30

Zemax Japan ㈱
レーザーEXPO　I-10

【出展製品】
・（DEMO） 光学・照明設計ソフトウェ
ア OpticStudio
・（新製品 /DEMO） SOLIDWORKS ア
ドイン ソフトウェア LensMechanix

【担当】
営業部
TEL 03-4405-6085
E-mail：japan@zemax.com
http://www.zemax.jp/

セラテックジャパン㈱
レンズ設計・製造展　I-18

ソーラボジャパン㈱
レーザーEXPO　C-20

【出展製品】
・（新製品/DEMO） パワー&エネルギー
メータ PM400
・（DEMO） 反 射 型 空 間 光 変 調 器
EXULUS
・（DEMO） OEM 向けピエゾモーター
シリーズ ElliptecTM

・（DEMO） ファイバ加工品 ( 即納在庫
品・特注加工 )
・（DEMO） 中赤外域製品 (QCL/ 半導体
ドライバ〜光学素子まで )

【担当】
営業部
TEL 03-5979-8889
E-mail：sales@thorlabs.jp
https://www.thorlabs.co.jp/

㈱ソフィアプレシジョン
ポジショニングEXPO　E-12

Zhongshan Jiejun
Optical Tooling Co., Ltd.

レンズ設計・製造展　I-16
【出展製品】
・Optical Coating Dome Jig
・Dome sectors,Calotte segments
・Coating machine turntable
・Ultrasonic cleaning tray
・Coating clamping ring
【担当】
Sales Department

ブロードバンド波長可変フェムト秒
レーザー -InSight X3
・（新製品） 高出力フェムト秒レーザー 
Spirit HE
・（新製品） 電源一体型 LD 励起 Q スイッ
チ UV/ グリーンレーザー  Explorer 
One HP
・（ 新 製 品 ） 業 界 最 高 ク ラ ス の エ
ネ ル ギ ー 出 力 と な る パ ル ス OPO　
primoScan

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

JIAL セミナー開催（P.59 参照）

住友電気工業㈱
伝送デバイス研究所

赤外・紫外応用技術展　D-34

住友電気工業㈱
ハードメタル事業部

レーザーEXPO　B-8

住友電気工業㈱
半導体・エレクトロニクス営業部

レーザーEXPO　N-21
レーザー照明・ディスプレイゾーン

㈱ 3D イノベーション
レーザーEXPO　A-9

【出展製品】
・光遠隔距離計測システム ODM-F
【担当】
本社
TEL 050-1280-6123
E-mail：info@3dinnov.com
http://www.3dinnov.com/

（公社）精密工学会
レーザーEXPO　O-11

㈲セイワ・オプティカル
レンズ設計・製造展　L-34

㈱セツヨーアステック／
High Power Lighting

赤外・紫外応用技術展　D-26
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VLX シリーズ

【担当】
セールスエンジニア
TEL 03-6871-9536
E-mail：ktomita@technology-l.com
http://www.technology-link.jp/

㈱デルタ光器
レーザーEXPO　C-1

デルフトハイテック㈱
産業用カメラ展　D-22

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） Goldeye SIWR カ
メラ
・（新製品 /DEMO） 炎を透過して観察
ができるカメラ PYROVIEW 640F
・（新製品 /DEMO） Specim 製ハイパー
スペクトラルカメラ FX10
・（新製品 /DEMO） IOI 社製 50 メガピ
クセルカメラ　Flare 50MP
・（新製品 /DEMO） Imperx 社製低ノイ
ズカメラ Cheetah　C5180

【担当】
営業部
TEL 044-455-0251
E-mail：sales@dht.co.jp
http://www.dht.co.jp/

（一社）電子情報通信学会
レーザーEXPO　O-11

㈱東海エンジニアリングサービス
レンズ設計・製造展　L-20

【出展製品】
・厚膜 CVD-SiC
・各種非球面レンズ
・自由曲面レンズ
【担当】
京都オフィス　福田 達也
TEL 075-963-6307
E-mail：info@tes2001.com
http://www.tes2001.com/

㈱東京インスツルメンツ
レーザーEXPO　B-14

㈱東京精機工作所
レンズ設計・製造展　J-36

【出展製品】
・スライシングマシン TSNA5020AM-
NC3

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　D-9

【出展製品】
・（DEMO） ケンブリッジテクノロジー
(CT) 製　 ガ ル バ ノ ス キ ャ ナ 62XX シ
リーズ
・（DEMO） Sercalo 社 製　MEMS 
Scanner
・ポリゴンスキャナ・ポリゴンスキャン
ヘッド
・（DEMO） ポータブル OCT システム
・ファイバーカップル半導体レーザー
PLD シリーズ

【担当】
営業部 営業課
TEL 03-3258-0612
E-mail：info@tem-inc.co.jp
http://www.tem-inc.co.jp/

㈱テクニカル
レンズ設計・製造展　A-18

【出展製品】
・プリズム各種
・高精度平面基板
・多面同時撮像光学素子「クロビット ®」
・表面品質比較判断プレート
【担当】
技術営業室
TEL 0172-88-6261
E-mail：info@technical-prisms.com
http://www.technical-prisms.com/

テクノハンズ㈱
ポジショニングEXPO　E-10

テクノロジーリンク㈱
ポジショニングEXPO　E-13

【出展製品】
・（DEMO） コンパクト高精度位置決め
ステージ　Ｘ -LSM シリーズ
・（DEMO） Lika 社　各種ロータリエン
コーダ
・（DEMO） Lika 社　各種リニアエン
コーダ
・（DEMO） 極薄型電気式アブソリュー
ト・ロータリ・ディスク・エンコーダ　

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
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　K-33

【出展製品】
・光学硝子・素子・電子光学部品、工業
用硝子製品

【担当】
本社
TEL 03-3427-8741
E-mail：t-tachibana@tachibanakougaku.
com
http://www.tachibanakougaku.com/

タックコート㈱
赤外・紫外応用技術展　D-36

【出展製品】
・球面研磨 Si レンズ
・紫外領域用光学薄膜製品
【担当】
営業部
TEL 03-6435-6227
E-mail：tac002@taccoat.co.jp

辰野光学㈱
レンズ設計・製造展　K-9

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

中央精機㈱
レンズ設計・製造展　K-13

㈲鶴丸産業
レンズ設計・製造展　L-38

【出展製品】
・光学ガラス平面研磨品・金属円筒内外
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テージ
・（新製品 /DEMO） 超音波モータステー
ジ
・（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　I-6

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 内視鏡向け 樹脂製
小径レンズユニット（外径 1.3mm）
・（新製品 /DEMO） 照射強度均一化光
学素子（ランダムマイクロレンズアレ
イ）
・マイクロレンズアレイ
・ガラスシリンダーレンズ
・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/

Nantong Ruisen Optical
Element Technology Co., LTD

赤外・紫外応用技術展　D-37
【出展製品】
・color filters
・colorless optical windows
・optical lens
・optical prism
・coating filters
【担当】
Sales Department
TEL 0513-88799898
E-mail：sales@rsgx.net
http://www.rsgx.net/

日亜化学工業㈱
レーザーEXPO　G-25

日東光器㈱
レーザーEXPO　N-22

日邦光學㈱
レンズ設計・製造展　L-29

【出展製品】
・レンズ
【担当】

㈱トヨテック
レンズ設計・製造展　I-15

【出展製品】
・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-10

【出展製品】
・（DEMO） 自動光軸偏心、中心厚、面
間隔測定装置
・（新製品 /DEMO） 非接触・高精度レ
ンズ厚測定装置
・（新製品 /DEMO） バーチャルリアリ
ティレンズ用 MTF 測定装置
・（DEMO） 汎用型自動 MTF 測定装置
・（DEMO） 高精度プリズム角度測定装置
【担当】
TEL 054-203-4555
E-mail：info@trioptics.jp
http://www.trioptics.jp/

トルンプ㈱
レーザーEXPO　C-13

ナイトライド・セミコンダクター㈱
赤外・紫外応用技術展　E-26

【出展製品】
・（新製品） 殺菌器「LED ピュア SM1・
SS1」
・（新製品） DUV 殺菌ユニット
・（新製品） 空気清浄器「LED ピュア
AC1」
・（新製品） 蚊取り器＆空気清浄器「モ
スピュア IH1」

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

夏目光学㈱
レンズ設計・製造展　J-16

㈱ナノコントロール
レーザーEXPO　M-7

【出展製品】
・（DEMO） 超精密位置決めピエゾス

【担当】
営業部
TEL 03-3744-0809
E-mail：tskk@k-tsk.co.jp
http://www.k-tsk.co.jp/

東芝テリー㈱
産業用カメラ展　D-32

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） USB3.0 カメラ DU
シリーズ

【担当】
営業部
TEL 042-589-8775
E-mail：mv_mi@toshiba-teli.co.jp
http://www.toshiba-teli.co.jp/

トプティカフォトニクス㈱
レーザーEXPO　D-10

【出展製品】
・フェムト秒ファイバーレーザー FF 
pro シリーズ
・テラヘルツ関連製品
・ マ ル チ カ ラ ー レ ー ザ ー エ ン ジ ン 
iChrome シリーズ
・モードホップフリー波長可変半導体
レーザー CTL シリーズ
・光周波数コムシステム DFC CORE
【担当】
営業部
TEL 042-306-9906
E-mail：sales@toptica.co.jp
http://www.toptica.com/

豊田合成㈱
赤外・紫外応用技術展　E-37

【出展製品】
・（新製品） ガラス UV LED
・（新製品） UV-A フリップチップ
【担当】
オプト E 事業部　桂川　潤
TEL 052-449-5673
E-mail：jun.katsuragawa@toyoda-gosei.
co.jp
http://toyodagosei-led.jp/

豊田産業㈱
レーザーEXPO　N-21

レーザー照明・ディスプレイゾーン
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E-mail：kawai@newmetals.co.jp
http://www.newmetals.co.jp/

ネオアーク㈱
レーザーEXPO　D-2

㈱ネオトロン
レーザーEXPO　A-6

光ファイバーゾーン

【出展製品】
・結晶、PPLN、光学部品
・THz ディテクタ
・光ロータリージョイント
【担当】
営業部
TEL 03-3760-0154
E-mail：sales@neotron.co.jp
http://www.neotron.co.jp/

㈲ノーツアンドクロス
レンズ設計・製造展　J-28

ハイソル㈱
レンズ設計・製造展　L-28

㈱ハイテック
レーザーEXPO　C-19

【出展製品】
・（新製品） Yb 添加ファイバーゲインモ
ジュール
・（新製品） 410nm-2300nm スーパーコ
ンテニューム白色光源
・高出力 2D VCSEL アレイ
・（新製品） 高出力 920nm フェムト秒
ファイバーレーザー
・（新製品） cBLMD- シリーズ 小型広帯
域光源

【担当】
営業部　家澤 有基
TEL 03-3229-7351
E-mail：contact@high-tech.co.jp
http://www.high-tech.co.jp/

ハイフィネス・ジャパン㈱
レーザーEXPO　B-22

【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
・（DEMO） 低価格小型ピエゾステージ　

・（新製品 /DEMO） Amonics 社　光通
信用プラットフォーム
・（新製品 /DEMO） Nuphoton 社　超小
型ファイバレーザ・アンプ
・（DEMO） RIO 社　狭線幅レーザ
【担当】
営業部　佐野 喜一郎
TEL 03-6262-3424
E-mail：info@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　D-29

NPO 法人 日本フォトニクス協議会
レンズ設計・製造展　O-9

（公社）日本分光学会
レーザーEXPO　O-11

㈱日本レーザー
レーザーEXPO　C-2

JIAL セミナー開催（P.59 参照）

（一社）日本ロボット学会
レーザーEXPO　O-11

㈱ニューメタルス エンド
ケミカルス コーポレーション

レーザーEXPO　A-26
【出展製品】
・（新製品） ラマン分光器 uRaman-M
【担当】
電子材料部
TEL 03-3231-8600

営業部
TEL 03-5754-7781
E-mail：info@nippokk.co.jp
http://www.nippokk.co.jp/kougaku/
company.html

㈱ニデック
赤外・紫外応用技術展　E-32

（一社）日本オプトメカトロニクス協会 
レンズ設計・製造展　O-5

（公社）日本技術士会
レーザーEXPO　O-11

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　O-6

（一社）日本光学硝子工業会
レーザーEXPO　O-11

日本光学測定機工業会
レーザーEXPO　O-11

日本真空光学㈱
レンズ設計・製造展　J-12

【出展製品】
・（新製品） 極低反射 AR
・リニアバリアブルフィルタ
【担当】
営業部営業グループ　齋藤 敦夫
TEL 050-3481-3636
E-mail：info@ocj.co.jp
http://www.ocj.co.jp/

日本精密測定機器工業会 
レーザーEXPO　O-11

（一社）日本赤外線学会
赤外・紫外応用技術展　N-7

日本デバイス㈱
レーザーEXPO　B-13

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） AFR 社　高パワー
対応光パッシブ製品

78 OPTRONICS（2017）No.4



V-27X シリーズ
・（新製品 /DEMO） PIGlideXY 軸エア
ベアリングステージ　A-311
・（新製品 /DEMO） 精密 Z 軸ステージ　
L-310
・手のひらサイズの小型ヘキサポッド　
H-811

【担当】
営業部
TEL 042-526-7300
E-mail：info@pi-japan.jp
http://www.pi-japan.jp/

PCL ㈱
レーザーEXPO　I-19

Beam Engineering for
Advanced Measurements Co.

レンズ設計・製造展　K-32
【出展製品】
・（ 新 製 品 /DEMO） Diffractive 
Waveplate Ultra Thin Lens
・（ 新 製 品 /DEMO） Non-mechanical 
Beam Steering System
・（新製品 /DEMO） Switchable Optical 
Diffuser/ Beam Shaper
・（ 新 製 品 /DEMO） Electronically 
Controlled Optical Shutter
・（ 新 製 品 /DEMO） Electronically 
Controlled Tunable Color Filter

【担当】
Engineering
TEL 1 407 734 5222
E-mail：sales@beamco.com
http://www.beamco.com/

日置電機㈱
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】
・（新製品 /DEMO） RGB レーザ測定器
【担当】
営業企画課
TEL 0268-28-0560
E-mail：info@hioki.co.jp
http://www.hioki.co.jp/

光ガラス㈱
レンズ設計・製造展　F-30

【出展製品】
・（新製品） 高透過率硝材、性能向上硝
材、プレス品等

【担当】

・マルチモードファイバアッセンブリ、
バンドル

【担当】
営業部
TEL 045-341-5636
E-mail：sales@hanamuraoptics.com
http://www.hanamuraoptics.com/

㈱浜松クオンタム
メディカル＆イメージングEXPO　J-21

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 極微弱・発光計測
装置 QP-101N
・（新製品） 極微弱分光装置 QS-201F
【担当】
開発
TEL 053-401-3737
E-mail：research@h-quantum.com
http://h-quantum.com/

浜松ホトニクス㈱
レーザーEXPO　M-9

【出展製品】
・（新製品） 空間光位相変調器 LCOS-
SLM
・オプティカルブロック
・InGaAs カメラ
・（DEMO） 2D レーザスキャンエンジン
・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　L-12

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 目視検査用 LED 照
明スポットエース　「広角タイプ」

【担当】
Sales Div Products Dept
TEL 03-3918-5623
E-mail：tokuhin@htkgp.co.jp
http://www.hayashi-light.jp/

ピーアイ・ジャパン㈱
ポジショニングEXPO　F-9

【出展製品】
・（DEMO） 精密リニアモータステージ　
V-551 型
・（DEMO） フォースセンサ搭載・位
置決めボイスコイルアクチュエータ

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-14

レーザー照明・ディスプレイゾーン

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） ホロライト・アロー 
HOLOLIGHT ARROW

【担当】
本社事務所
TEL 053-581-9683
E-mail：info@piphotonics.co.jp
http://www.piphotonics.co.jp/

㈱ハイボルテージアジア
レーザーEXPO　N-19

【出展製品】
・500V  -  20kV 高電圧ダイオード
・500V - 20kV 高電圧セラミックコンデ
ンサ

【担当】
セールス Kimberley Chua
TEL 6563379925
E-mail：kimberley@highvoltageasia.
com
http://www.highvoltage.asia/

パナソニック FS エンジニアリング㈱
レンズ設計・製造展　H-2

【出展製品】
・超高精度三次元測定器　UA3P
【担当】
経営企画グループ 事業推進チーム
吉田 智昭
TEL 03-6714-4533
E-mail：yoshida.tomoaki@jp.panasonic.
com
ht tp : / /www.panason i c . c om/ jp/
company/pfseg.html

出展社セミナー開催（P.59 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)
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Sales
TEL 03-3474-2630
E-mail：info@phoseon.jp
http://phoseon.jp/

フォトテクニカ㈱
レーザーEXPO　M-4

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 高出力・高エネル
ギーフェムト秒レーザ　(PHAROS)
・（新製品 /DEMO） 完全空冷 one box
フェムト秒レーザ (CARBIDE)
・（新製品 /DEMO） CMOS 制御 USB3.0
超高速通信＆ギガビット伝送分光器

（AvaSpec-ULS2048CL-EVO）
・（新製品 /DEMO） フェムト秒・ピコ
秒パルス幅測定器　(pulseCheck , Mini 
TPA/PD)
・（新製品 /DEMO） 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
TEL 048-871-0067
E-mail：voc@phototechnica.co.jp
http://www.phototechnica.co.jp/

PHOTONICS MEDIA
レーザーEXPO　A-25

㈱フォトレックス
レーザーEXPO　N-12

レーザー照明・ディスプレイゾーン

PHOTON ENGINEERING LLC
レンズ設計・製造展　I-33

フォトンリサーチ㈱
レーザーEXPO　M-21

【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

㈱ファーストライト
レーザーEXPO　A-3

光ファイバーゾーン

【出展製品】
・（DEMO） 光 通 信 路 モ ニ タ ー　
ALM( アドバンストラインモニター )
・（DEMO） FBG 式歪・温度センシング
計測機器
・通信用波長選択フィルタモジュール類
・（新製品） ライティング用光拡散ファ
イバー Ambient Fiber

【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

㈱フィジックステクノロジー
レンズ設計・製造展　L-7

㈲フィット
レンズ設計・製造展　H-34

【出展製品】
・テレセントリックレンズ
・魚眼レンズ
・コーンサイドビュア
・カスタムレンズ／レンズ修理
・マックロン／チャート
【担当】
企画
TEL 0266-26-1400
E-mail：fit@fit-movingeye.co.jp
http://fit-movingeye.jp/

Finger Lakes Instrumentation
宇宙・天文光学EXPO　C-26

㈱フェイラ
レーザーEXPO　N-16

Phoseon Technology Japan ㈱
赤外・紫外応用技術展　F-27

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） FireEdge FE400 光
源

【担当】

営業部
TEL 03-6433-3975
E-mail：sales_info@hikariglass.ip
http://www.hikari-g.co.jp/

（一財）光産業技術振興協会
レーザーEXPO　O-4

光産業創成大学院大学
レーザーEXPO　A-19

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-10

微小光学研究会（応物）
レンズ設計・製造展　O-7

㈱ビジョンセンシング
赤外・紫外応用技術展　E-30

ビットラン㈱
赤外・紫外応用技術展　N-2

ビューラー㈱
レンズ設計・製造展　J-10

【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
・光学薄膜製造用蒸着装置　サイラスプ
ロシリーズ
・DLC 製造装置　DLC600
・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：buhler.japan@buhlergroup.com
http://www.buhlergroup.com/
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㈱ブルービジョン
産業用カメラ展　D-21

【出展製品】
・（DEMO） BV-C3200 2 波 長 SWIR ラ
インスキャンカメラ
・（DEMO） BV-M1020/M1021 波長可変
型光源
・（DEMO） BV-C2901 空 冷 型　SWIR 
VGA カメラ

【担当】
本社
TEL 045-471-4595
E-mail：sales@bluevision.jp
http://www.bluevision.jp/

出展社セミナー開催（P.59 参照）

古河電気工業㈱ 
レーザーEXPO　G-25

㈲ブル精密
レンズ設計・製造展　K-34

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 石英ガラスモール
ド
・（DEMO） 非球面レンズ
・（DEMO） 異形状外形加工品
・（DEMO） ディセクトディッシュ
・（DEMO） 宝飾品
【担当】
総務部　藤沼 基祐
TEL 0282-62-4006
E-mail：bull@cc9.ne.jp
http://www.cc9.ne.jp/~bull/index.html

㈱プロリンクス
レーザーEXPO　K-10

【出展製品】
・（DEMO） 汎用電磁場追跡ソフトウェ
ア Wyrowski VirtualLab Fusion
・（新製品） 200 μ m ピッチレーザー
ダイオードアレイ向けビームツイスト
beamPROP
・（DEMO） 産 業 用・ 工 業 用 Contact 
Image Sensor(CIS)
・（新製品） 石英光ファイバー素線・加
工品
・（DEMO） 独 IDS 社製産業用カメラ
【担当】
営業部
TEL 03-5256-2051
E-mail：contact@prolinx.co.jp
http://www.prolinx.co.jp/

【担当】
International Sales Department
TEL 86-731-8551 2306
E-mail：kfzy@haozhigroup.com
http://www.haozhigroup.com/

プネウム㈱
レーザーEXPO　D-13

Fraunhofer Institute for
Production Technology ／
セラミックフォーラム㈱

レンズ設計・製造展　I-35
【出展製品】
・Intelligent Fluids
・SimPGM
【担当】
光学精密成形
TEL 03-5577-2947
E-mail：glass@ceramicforum.co.jp
http://www.ceramicforum.co.jp/

出展社セミナー開催（P.59 参照）

㈱プラスチック光学
レンズ設計・製造展　L-15

【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　寺岡 英二
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-29

Brimo Technology, Inc
レーザーEXPO　J-33

【出展製品】
・Brimo Laser Source_BULaserRF 
Series
・（DEMO） Brimo Laser Marking 
Machine_BULaserMF Series
・（ 新 製 品 ） Brimo Laser Cleaning 
Machine

【担当】
Sales and Operation Dept.
TEL 03-5825212
E-mail：sales.laser@brimo.com.tw
http://www.brimo.com.tw/

http://www.prd.co.jp/

藤井光学㈱
レンズ設計・製造展　M-19

㈱フジクラ
産業用カメラ展　D-23

【出展製品】
・（DEMO） 光カメラリンクケーブル
・（新製品 /DEMO） USB3 ビジョン ア
クティブ光ケーブル

【担当】
クラウドコミュニケーションズ事業推
進室
TEL 03-5606-1477
E-mail：aoc-info@jp.fujikura.com
http://www.fujikura.co.jp/

富士高周波工業㈱
レーザーEXPO　I-19

富士通特機システム㈱／
（同）紫光技研

赤外・紫外応用技術展　E-27
【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 殺菌向け UVC 広帯
域面光源モジュール
・（新製品 /DEMO） 消臭向け UVC 広帯
域面光源
・（DEMO） 医療向け超ナローバンド
UVB 面光源

【担当】
ビジネス・デベロップメント統括部
ビジネス・デベロップメント営業部
千葉 睦幸
TEL 03-3221-8401
E-mail：chiba.yoshiyuki@jp.fujitsu.com
http://jp.fujitsu.com/group/tsl/

フジトク㈱
赤外・紫外応用技術展　F-29

出展社セミナー開催（P.59 参照）

富士フイルムオプティクス㈱
レンズ設計・製造展　L-27

HUNAN HAOZHI 
TECHNOLOGY CO. LTD

レンズ設計・製造展　I-14
【出展製品】
・cerium oxide polishing powder
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E-mail：3sales@microtechnica.co.jp
http://www.microtechnica.co.jp/

MicroVision, Inc.
レーザーEXPO　N-10

レーザー照明・ディスプレイゾーン

丸文㈱
レーザーEXPO　K-25

【出展製品】
・（新製品） 産業用高出力ファイバー
レーザ alta
・（ 新 製 品 ） 高 輝 度 半 導 体 レ ー ザ モ
ジュール Pearl / element
・超短パルスレーザ用ファイバー伝送シ
ステム
・（新製品） 産業用超小型フェムト秒
レーザ　YUJA
・ファイバー付き高出力半導体レーザモ
ジュール

【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/

JIAL セミナー開催（P.59 参照）

三菱電線工業㈱
レーザーEXPO　B-6

㈱ミルス・システムズ
産業用カメラ展　E-19

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） ヘッド分離型フル
HD カメラ FHD-12
・（DEMO） ヘッド分離型 CCD アナロ
グカメラ　ミニカメラ
・（DEMO） 先端アングル付き　首振り
ビデオ内視鏡シリーズ
・（DEMO） ミ ニ サ ー マ ル カ メ ラ　
Reveal PRO
・（DEMO） リジッドボアスコープ（硬
性鏡）

【担当】
営業部
TEL 048-765-4020
E-mail：k_hashidate@mils-sys.co.jp
http://www.mils-sys.co.jp/

【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　J-30

ホニャプラン㈱
宇宙・天文光学EXPO　C-38

ホフスタダ アナリティカル サービス
宇宙・天文光学EXPO　C-28

【出展製品】
・構造解析
・熱解析
・光学機械解析
【担当】
ダンホフスタダ
TEL 15207473282
E-mail：dan@hofstadteranalytical.com
http://www.hofstadteranalytical.com/

ポリテックジャパン㈱
ポジショニングEXPO　F-19

【出展製品】
・（DEMO） スキャニング振動計 PSV-
500-3D-Xtra
・（新製品 /DEMO） マルチポイント振
動計
・（DEMO） レーザ表面速度計 LSV
・（DEMO） 表面形状測定システム TMS
【担当】
営業部
TEL 045-478-6980
E-mail：info.jp@polytec.com
http://www.polytec.com/jp/

出展社セミナー開催（P.59 参照）

㈱堀場製作所
レーザーEXPO　J-18

㈱マイクロ・テクニカ
産業用カメラ展　E-15

【出展製品】
・iDS 社製 GigE USB3.0 カメラ
・ステレオカメラ Ensenso シリーズ
・（DEMO） NET 社製スマートカメラ
【担当】
第 2 事業部 システム 3 部
TEL 03-3986-3143

㈱分光応用技術研究所
赤外・紫外応用技術展　D-28

分光計器㈱
レンズ設計・製造展　L-14

㈱ベストメディア
レンズ設計・製造展　L-39

【出展製品】
・（ 新 製 品 /DEMO） 照 明 Simulator 
CAD Ver2.1.0

【担当】
商品開発部　岩谷 秀一
TEL 03-3206-5436
E-mail：info-md@bestmedia.co.jp
http://www.bestmedia.co.jp/

ヘルツ㈱
宇宙・天文光学EXPO　C-25

Hellma Materials GmbH
赤外・紫外応用技術展　N-6

【出展製品】
・高純度、高レーザー耐性 CaF2 単結晶
・（新製品） 赤外域高透過 BaF2 単結晶
・（ 新 製 品 ） 高 出 力 レ ー ザ ー 単 結 晶　
Yb3+:CaF2

【担当】
Japan Branch Office 　稲葉 弘一
TEL 045-440-6617
E-mail：koichi.inaba@hellma.com
http://www.hellma-materials.com/

鳳凰光学股份有限公司
レンズ設計・製造展　 I-1

【出展製品】
・光学部品（球面レンズ、シリンドリカ
ルレンズ、プリズム）
・金属加工部品
・顕微鏡
・CCTV レンズ
・カメラモジュール製品
【担当】
江西省本社
TEL -8894705
E-mail：chendy@phenixoptics.co.jp
http://www.phenixoptics.com.cn/

堀田光学工業㈱
レンズ設計・製造展　L-18

【出展製品】
・光学用レンズ

82 OPTRONICS（2017）No.4



http://www.yucaly.com/

㈱ユーテクノロジー
レンズ設計・製造展　B-23

ユニオプト㈱
レーザーEXPO　A-12

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 広帯域ファイバー
レーザー acLucis

【担当】
開発部
TEL 054-276-1130
E-mail：makigaya_sales@uniopt.jp
http://uniopt.co.jp/

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
・（新製品 /DEMO） 非接触溝厚さ測定
機　THG

【担当】
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/

㈱ユニタック
レーザーEXPO　E-5

【出展製品】
・（新製品） マイクロチップレーザー源
・パルス／ CW 兼用大出力 LD 電源
・CW 用大出力 LD 電源　エコノミータ
イプ

【担当】
営業部
TEL 0848-40-0390
E-mail：office@unitac.net
http://www.unitac.net/

ユニバース光学工業㈱
レンズ設計・製造展　M-18

Light Conversion Ltd.
レーザーEXPO　M-4

リーダー電子㈱
レンズ設計・製造展　L-33

PM-A 事業本部　山口 尚暁
TEL 03-5434-4866
E-mail：Photonics-JP@merckgroup.
com
http://www.patinal.com/

㈱モスウェル
産業用カメラ展　E-18

ヤマザキマザック㈱
レーザーEXPO　G-25

山下マテリアル㈱
レンズ設計・製造展　L-19

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） 熱伝導プラスチッ
ク

【担当】
営業部　結城 達志
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-33

【出展製品】
・ガラス LID
・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　村越 洋樹
TEL 045-930-1816
E-mail：murakoshi@yama-ph.co.jp
http://www.yama-ph.co.jp/

山本光学㈱
レーザーEXPO　A-7

ユアサエレクトロニクス㈱
レーザーEXPO　J-27

㈱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

武蔵オプティカルシステム㈱
レンズ設計・製造展　L-16

【出展製品】
・（ 新 製 品 ） 光 学 式 変 換 ア ダ プ タ 
OptMag

【担当】
営業部
TEL 048-812-7700
E-mail：k-suzuki@musashi-opt.co.jp
http://www.musashi-opt.co.jp

㈱村谷機械製作所
レーザーEXPO　G-25

メイジテクノ㈱
レンズ設計・製造展　L-22

【出展製品】
・国産マクロズームレンズ　ショートユ
ニマック
・国産ビデオマイクロスコープ　VM シ
リーズ

【担当】
営業部　石口 孝貴
TEL 049-259-0111
E-mail：ishiguchi-t@meijitechno.co.jp
http://www.meijitechno.co.jp/

㈱メステック
ポジショニングEXPO　E-16

【出展製品】
・大変位対物レンズ用ピエゾ　MOB シ
リーズ
・静電容量型センサーアンプ、センサー
プローブ

【担当】
営業技術
TEL 048-464-5001
E-mail：sales@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-15

メルクパフォーマンスマテリアルズ㈱
レンズ設計・製造展　M-1

【出展製品】
・ 真 空 蒸 着 材 料 Substance H4 HD 
Patinal
・ 真 空 蒸 着 材 料 Substance WR4-SF 
Patinal
・イリオテック 8000
【担当】
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・RGH ピコ秒レーザーシステム
・Aurora II OPO レーザーシステム
【担当】
営業部
TEL 03-3351-0717
E-mail：laser@rayture-sys.co.jp
http://www.rayture-sys.co.jp/

（一社）レーザー学会
レーザーEXPO　A-2

（公財）レーザー技術総合研究所
レーザーEXPO　A-2

Laser Focus World Japan
レーザーEXPO　O-3

（一社）レーザプラットフォーム
協議会

レーザーEXPO　I-19

レーザー輸入振興協会
レーザーEXPO　O-11

 LASER World of PHOTONICS
 (Messe Muenchen)

レーザーEXPO　A-10

営業部
TEL 0798-31-0500
E-mail：info@LxRay.jp
http://LxRay.jp/

㈱ルケオ
   レンズ レンズ設計・製造展　J-2

㈱ルミネックス
レーザーEXPO　N-20

【出展製品】
・空間光変調器・空間位相変調器
・（DEMO） 液晶シャッター・液晶可変
ND フィルター
・グリンレンズ
・拡散板・エンジニアディフューザー
・ディフォーマブルミラー
【担当】
営業部
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-1

【出展製品】
・（DEMO） コンパクト CW 発振　LD
励起固体レーザー
・（新製品） Taccor フェムト秒レーザー
システム
・（新製品 /DEMO） 771 シリーズ　スペ
アナ機能付きレーザー波長計

Liquid Instruments
レーザーEXPO　H-33

【出展製品】
・（新製品 /DEMO） Moku:Lab
・（新製品 /DEMO） Moku:Lab app
【担当】
Marketing
TEL +61 2 61252810
E-mail：info@liquidinstruments.com
http://www.liquidinstruments.com/

リコーイメージング㈱／
リコージャパン㈱

赤外・紫外応用技術展　D-35

LIDA OPTICAL AND
ELECTRONIC CO., LTD. 

レンズ設計・製造展　K-16

㈱菱光社
レンズ設計・製造展　K-13

㈱ルクスレイ
レーザーEXPO　C-9

【出展製品】
・（DEMO） 外部共振器型半導体レー
ザー CatEye
・（DEMO） 光軸自動アライメントシス
テム Aligna
・（DEMO） IR ビューア Abris-M
【担当】

定期購読者募集中

● 年 2 回発行（1 月、7 月）
● A4 変形判、
　 56～72 ページ前後

医療と光技術をつなぐメディカル・フォトニクス

レーザー、光照射装置、X 線、内視鏡、画像処理、…
最新の情報を第一線の臨床医、技術者の文章でお届けします。

Medical Photonics 検 索

医師の方は
購読無料です。

http://www.medicalphotonics.jp

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 5-5　TEL 03-3269-3550お問合せは

● 定価：1 冊　540 円 ( 本体 500 円＋税 )
　　　 　1 年　1,080 円（税・送料込み）
　　　 　2 年　2,160 円（税・送料込み）
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〈資料請求 No.85〉



〈資料請求 No.86〉



Booth No. K-13

〈資料請求 No.87〉



Booth No. M-21

〈資料請求 No.88〉



〈資料請求 No.89〉



〈資料請求 No.90〉



〈資料請求 No.91〉



〈資料請求 No.92〉



〈資料請求 No.93〉



〈資料請求 No.94〉



〈資料請求 No.95〉



Booth No. J-16

〈資料請求 No.96〉



〈資料請求 No.97〉

Booth No. E-20



〈資料請求 No.98〉



〈資料請求 No.99〉



〈資料請求 No.100〉



Booth No. B-22

〈資料請求 No.101〉



〈資料請求 No.102〉



OPIE’17へ出展いたします　ブースNo. J-2（板橋区ブース内）

〈資料請求 No.103〉



〈資料請求 No.104〉

Booth No. M-2



〈資料請求 No.105〉



〈資料請求 No.106〉



〈資料請求 No.107〉



Booth No. M-7

〈資料請求 No.108〉



〈資料請求 No.109〉

Booth No. L-1



〈資料請求 No.110〉



〈資料請求 No.111〉



〈資料請求 No.112〉

Booth No. K-27



〈資料請求 No.113〉

Booth No. L-30



〈資料請求 No.114〉

Booth No. E-7



〈資料請求 No.115〉



219社
（2017年4月現在）

〈資料請求 No.116〉



〈資料請求 No.117-401〉

〈資料請求 No.117-402〉



〈資料請求 No.118-403〉

〈資料請求 No.118-404〉



〈資料請求 No.119-405〉

〈資料請求 No.119-406〉

Booth No. L-36



〈資料請求 No.120-407〉

〈資料請求 No.120-408〉

Booth No. J-25



 

 

コーティング 試作 ● メタルコート
反射膜、ビームスプリッター、光量調整、電極、静電防止

Al、Au、Ag、Cu、Pt、Ni、Cr、Ti
In、Mo、W、Pd、Ir、Si、Ta

● 誘電体コート 
反射防止膜、反射膜、ビームスプリッター
ダイクロイックミラー、偏光ビームスプリッター

● 金属膜コート剥離
フォトマスク基板のCr, Cr2O3剥離
液晶基板の導電膜（ITO）剥離

● 薄膜パターン
   エッチング加工

有限会社セイワ・オプティカル
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3101
TEL：046-226-5620 FAX：046-226-5621
Email：seiwaopt@cronos.ocn.ne.jp

  http://seiwaopt.jp/

〈資料請求 No.121-409〉

〈資料請求 No.121-410〉

Booth No. L-34

Booth No. K-28



〈資料請求 No.122〉



〈資料請求 No.178〉



〈資料請求 No.179〉
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■	ハードコートフィルター3製品

エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-3944-6210
E-mail: catalog@edmundoptics.jp
http://www.edmundoptics.jp

■エドモンド・オプティクス・ジャパンは高性能OD4ショートパスフィルターとロングパスフィルター，イメージン
グ用フィルターを発表した。OD4ショートパスフィルターとロングパスフィルターは1％未満のカットオフスロープ
にOD ≥ 4.0の高ブロッキング性能と，91％の透過率を実現。ショートパスフィルターは400～1300 nmの設計波長で，
12.5 mm，25 mm，50 mmの直径を有する103種類をラインナップ。ロングパスフィルターは400～1300 nmの波長で，
12.5 mm，25 mm，50 mmの直径を有する99種類をラインナップ。新たに325 nm，350 nm，375 nmの設計波長も加えた。
ショートパスとロングパスフィルターを組み合わせることで，迷光を取り除くための精密バンドパスフィルターを作
製可能。イメージング用フィルターは，マシンビジョンやイメージングアプリケーション用に設計されている。

■	25	mm径サイズの精密ガラス非球面レンズ

エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-3944-6210
E-mail: catalog@edmundoptics.jp
http://www.edmundoptics.jp

■エドモンド・オプティクス・ジャパンは，25 mm径サイズの精密ガラス非球面レンズをラ
インナップに加えた。球面収差を最小化する高精度の非球面デザインを採用しており，レー
ザースポットサイズを小さくするとともに，単位面積当たりのパワーの高さを維持。コンピ
ューター設計により最適化され，球面収差を取り除き，高次の光学的諸収差を最小化。未コ
ート，もしくは425～675 nmにおいて反射率を1.5％未満に抑えるVISコーティング，及び
600～1050 nmにおいて反射率を1.5％未満に抑えるNIRコーティングが付いたコート品を用
意。このレンズは直径10～50 mm，NA0.50～0.83の全78種類をラインナップしている。

■	白色LED標準光源「SSL-1000／1100」

オーシャンフォトニクス㈱ 営業部
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Labsphere社製の白色LED標準光源「SSL-1000／1100」
の販売を開始した。既知の輝度と色を長期間にわたり繰返し再現できるNIST準拠の白色
LED光源で，これまでの測定器では問題となっていた迷光やスペクトルのミスマッチによ
る測定誤差のない測光器の校正を可能にする。また，堅牢でコンパクトなため，ディスプ
レイの生産工場などにおいて現場で複数の測光器の校正に適している。

■	超広角レンズ用LED均一光源	
「CCS-1000／1100-WAF」

オーシャンフォトニクス㈱ 営業部
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Labsphere社製の超広角レンズ用LED均一光源「CCS-1000

／1100-WAF」の販売を開始した。カメラの製造分野で要求される画像や色の高度なテスト，
あるいはイメージセンサーの校正用に開発されたもので，ドーム状の積分球出力部は360°×
200°の視野角で94％以上の均一性を実現する。また，積分球内に設置されている複数の可視・
近赤外域波長LEDの出力を調整し，CIE標準イルミナントA・C・D50・D55・D65・D75・Eな
どの疑似スペクトルとユーザー任意の単色や混合色スペクトルをセンサーに照射することがで
きる。さらに従来の均一光源ではカバーができなかった広視野センサーの校正も可能にする。
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■	ターンキーオペレーションを実現した	
コンパクトなテラヘルツ分光システム

オーテックス㈱ 担当：辻川
TEL 03-3226-6321
E-mail: sales55@autex-inc.co.jp
http://www.autex-inc.co.jp

■オーテックスは，ドイツMenlo Systems社製の産業用テラヘルツ時間領域分光システム
「TeraSmart」の販売を開始した。この製品はFigure 9®モードロック技術による高安定な1.5 

mmフェムト秒ファイバーレーザーをテラヘルツ波の発生に用い，ディレイユニットを含
め，19”ラックにワンボックス化されている。仕様は測定帯域＞4 THz，ダイナミックレン
ジ＞75 dB，周波数分解能＜1.2 GHzであり，データ取得およびFFT解析ソフトも付属され，
ターンキーで操作性の高いシステムとなっている。

■	スペックルの出にくい半導体レーザー

オーテックス㈱ 担当：辻川
TEL 03-3226-6321
E-mail: sales55@autex-inc.co.jp
http://www.autex-inc.co.jp

■オーテックスは，米国Pavilion Integration Corporation（PIC）社製の低コヒーレンス性半
導体レーザー「Whisperシリーズ」の販売を開始した。この製品はデバイスと光学部品を
組み合わせたモジュール構造で，独自の安定化技術により低ノイズ，低コヒーレンスを実
現した。干渉縞やスペックルの発生が極力抑えられ，イメージング，フローサイトメトリー，
コンフォーカルマイクロスコピーなどの用途において有効である。

■	ディープラーニング画像解析ソフトウェア
「ViDi	Suite」

㈱アプロリンク TEL 047-495-0206　FAX 047-495-0270
E-mail: sales@aprolink.jp
http://www.aprolink.jp

■アプロリンクは，スイスViDi Systems社製のディープラーニング画像解析ソフトウェア
「ViDi Suite」の販売を行なっている。最先端のマシンラーニングのアルゴリズムを基とす
るマシンビジョンに特化した信頼性の高い画像解析ソリューションで，製薬や医療用部品，
自動車部品製造，織物検査，印刷検査，物流仕分け，時計製造等のアプリケーションに適
している。主な特長としては自己学習機能により，検査，欠陥用ソフトウェア開発が不要，
目視検査並の精度での検査が可能，従来手法でプログラミングが極めて困難であった外観
検査が可能―などが挙げられている。

■	120	Hz入出力対応画像歪補正（ワーピング）
／エッジブレンディングLSI「IP00C789」

アイチップス・テクノロジー㈱ マーケティング部
TEL 06-6492-7277　FAX 06-6492-7388
E-mail: info@i-chips.co.jp
http://www.i-chips.co.jp

■アイチップス・テクノロジーは，最大2K解像度で120 Hz入出力対応の高品位画質，小
型化を実現した，画像歪補正（ワーピング）／エッジブレンディングLSIを開発，サンプ
ル出荷を開始した。小型のピコプロジェクターからプロ用途のビジネスプロジェクターま
で幅広い製品群にて，画像歪補正（ワーピング）／エッジブレンディングや各種画質補正
等を実現するLSIで，3D映像の入出力フォーマットもサポート。また，多機能ながら17×
17 mmの小型化を実現。また内蔵画像歪補正座標テーブルジェネレーターで高速処理を可
能とする。サンプル価格は7,500円，量産価格は1,800円。
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