ウ
（株）
ウインテック……………………………… 21-14
武漢イルト光学通信
（株）…………………… 32-13
武漢華工激光工程有限責任公司 ………… 32-13
WUHAN TELECOMMUNICATION DEVICES CO., LTD. … 44-42
武漢鋭科光線激光器技術
（有） …………… 32-13
偉同科技股份
（有） ………………………… 22-36
ウェーブレングステクノロジーシンガポール
（社）… 32-13
ウエッジ
（株） …………………………………… 15-1
（株）
ウェル …………………………………… 21-11
ウシオ電機
（株）
/ アルミマシン
（株） …………… 5-30
宇都宮製作
（株） …………………………… 26-44
（株）
宇部情報システム …………………………… 9-9
ウンジンケミカル
（株）………………………… 25-20

エ
エア・ウォーター
（株） ………………………… 29-14
APP CO., LTD. …………………………… 21-11
AFR（ADVANCED FIBER RESOURCES）… 39-34
エーケーティー
（株） ……………………………… 2-6
AGC コーテック
（株）………………………… 10-33
（株）
エーディーエステック …………………… 22-11
（株）
エーディエフ …………………………… 26-37
エーピーイー ………………………………… 34-27
（株）
エクシールコーポレーション ……………… 39-40
エクストルージョン ダイス インダストリーズ ……… 3-23
エクスプラ …………………………………… 34-27
エクセルテクノロジー
（株）…………………… 35-13
（株）
エコロジー開発 ………………………… 12-24
（株）
SIJ テクノロジ ……………………………… 1-24
エスエヌユー プレシジョン ……………………… 28-6
SFA ENGINEERING CORP. ……………… 29-6
SBB TECH CO., LTD. …………………… 28-16
XP POWER ………………………………… 40-41
エドモンド・オプティクス・ジャパン
（株） ………… 39-6
ENABLENCE TECHNOLOGIES INC. … 42-34
NEC SCHOTT コンポーネンツ
（株） ……… 45-44
NDIS CORP. ……………………………… 23-36
NTT アドバンステクノロジ
（株）………………… 2-22

キ
（株）
菊川鉄工所 …………………………… 30-34
KISCO
（株） ………………………………… 10-24
KISCO
（株） ………………………………… 39-10
北日本電線
（株） …………………………… 45-13
（株）
北村製作所 …………………………… 45-28
Gicho ビジネスコミュニケーションズ
（株）……… 2-24
（株）
キトー ……………………………………… 5-12
（株）
きもと …………………………………… 22-28
キヤノンマーケティングジャパン
（株）………… 34-37
共栄通信工業
（株） ………………………… 46-23
協栄プリント技研
（株） ……………………… 14-19
京セミ
（株）…………………………………… 42-40
（株）
協同インターナショナル …………………… 2-34
共同技研化学
（株） ………………………… 25-13
京町産業車輌
（株） ………………………… 16-30
極東貿易
（株） ……………………………… 41-33
旭光通商
（株） ……………………………… 38-27
（株）
金属被膜研究所 ………………………… 8-23
（株）
金陽社 ………………………………… 10-20

ク
GUANGZHOU KEII ELECTRO OPTICS
TECHNOLOGY CO., LTD. ……………… 34-10
GUANGZHOU BOCHENG INDUSTRY MATERIAL CO., LTD. … 3-35
クボテック
（株） ……………………………… 32-50
クライムプロダクツ
（株）……………………… 30-27
倉敷ボーリング機工
（株） ……………………… 30-9
クラボウ ………………………………………… 12-2
倉敷紡績
（株） ………………………………… 5-38
（株）
クラレ ……………………………………… 3-20
（株）
栗本鐵工所 …………………………… 16-34
グループ創作工場 …………………………… 22-37
GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION … 44-10
グローバル電子
（株）………………………… 22-36
クロニクス
（株） ……………………………… 29-27

ケ
恵和
（株） ……………………………………… 6-37
KB セーレン
（株） …………………………… 27-25

コ
（株）
コアーズ ………………………………… 31-23
（株）
KOWON T&S …………………………… 8-38
（株）
工業通信 ……………………………… 42-41
興研
（株） …………………………………… 28-34
（株）
神戸製鋼所 ……………………………… 6-29
（株）
コージェント ……………………………… 43-39
CODIXX/ フジトク…………………………… 40-19
（株）
ゴーフォトン ………………………………… 42-5
コグネックス
（株） ……………………………… 10-5
児玉化学工業
（株） …………………………… 3-23
寿工業
（株） ……………………………………… 6-2
湖北工業
（株） ……………………………… 40-33
小松精練
（株） ……………………………… 12-46
コマニー
（株）…………………………………… 7-38
小峰無線電機
（株） ………………………… 46-28
コングスキルデ ………………………………… 7-12

ス
Z&Z OPTOELECTRONICS TECH CO., LTD. … 38-9
（株）
杉藤 …………………………………… 38-10
SCANLAB AG ………………………………… 35-9
（株）
鈴寅 …………………………………… 10-30
（株）
ステラ・コーポレーション ………………… 31-33
スペクトラ・フィジックス
（株） ………………… 34-13
スペクトラル イメージング エルティディ ……… 38-23
スぺクトリス
（株）……………………………… 12-14
（株）
住化分析センター ………………………… 1-29
（株）
住田光学ガラス ………………………… 40-13
住友重機械工業
（株） …………………………… 3-6
住友重機械工業（株）／住友重機械メカトロニクス
（株）… 29-24
住友重機械モダン
（株）…………………………… 3-6
住友電気工業
（株） ………………………… 34-12
住友電気工業
（株） ………………………… 46-18
住友ベークライト
（株） ……………………… 11-45
（株）
スミロン ………………………………… 14-33
3D コンソーシアム …………………………… 24-40
（株）
3DTube ………………………………… 24-50
（株）
スリーボンド ……………………………… 20-20
（株）
スリオンテック …………………………… 11-34
駿河精機
（株） ……………………………… 40-34

セ
精華フィルター
（株） …………………………… 9-34
（株）
精工技研 ……………………………… 42-28
（株）
清和光学製作所 ……………………… 30-20
積水化学工業
（株） ………………………… 46-19
ゼネラル
（株）………………………………… 12-23
セブンシックス
（株）…………………………… 34-14
セムコ
（株）……………………………………… 4-20
セムコ・インターナショナル
（株）………………… 4-20
（株）
扇港産業 ………………………………… 42-6
（有）
センソファージャパン …………………… 39-24
先端フォトニクス
（株）…………………………… 41-1
米国 Centellax 社 ／
（株）
東陽テクニカ …… 45-39
セン特殊光源
（株）……………………………… 20-6

45-25
44-22
44-26
44-24
44-20
45-23
44-22
45-19
45-21

ダエ ジョウ
（社）……………………………… 10-13
髙木彫刻
（株） ……………………………… 16-24
（株）
タカトリ…………………………………… 21-10
タカノ
（株）…………………………………… 10-10
竹中オプトニック
（株）………………………… 38-24
竹中システム機器
（株）…………………………… 9-5
竹中電子工業
（株） ……………………………… 9-5
タツタ電線
（株）……………………………… 22-20
タツタ電線
（株）……………………………… 38-40
（株）
タッチパネル研究所 ……………………… 20-3
タッチパネル・システムズ
（株）
………………… 20-34
WTD-JAPAN ……………………………… 44-42
（株）
タンケンシールセーコウ ………………… 30-37

チ
CHINA INTERNATIONAL OPTOELECTRONIC EXPOSITION … 36-6
CHINA FIBER OPTICS ONLINE ……… 38-39
CHINESE LASER PRESS ………………… 34-9
中央精機
（株） ……………………………… 37-14
（株）
中央電機計器製作所 ………………… 15-20
中外炉工業
（株） ……………………………… 22-5

中国パビリオン（光通信技術展）
INNOLIGHT TECHNOLOGY CORP. ……
CETC INTERNATIONAL CO., LTD. ……
SHENZHEN GIGALIGHT TECHNOLOGY CO., LTD. …
PRIMANEX CORP. ………………………
HENGLI ELETEK CO., LTD. ……………

41-20
41-22
42-19
42-21
41-22

中天科技国際有限公司 …………………… 46-26
（株）
千代田グラビヤ …………………………… 13-2
千代田交易
（株） …………………………… 25-28
千代田電機工業
（株） ……………………… 32-37

ツ
ツーシックスジャパン
（株） ……………………… 38-2
（株）
塚谷刃物製作所 ……………………… 14-14

テ
（株）
ティー・イー・エム ………………………… 35-25
DKSH ジャパン
（株）
（生産資材事業部門） … 10-14
DKSH ジャパン
（株）
（テクノロジー事業部門）
…… 6-14
（株）
TGM …………………………………… 25-33
（株）
ディエステクノロジー …………………… 40-26
DM カードジャパン
（株）………………………… 25-5
帝人
（株） ………………………………………… 4-2
ディスカバリー セミコンダクターズ / サンインスツルメント … 46-37
（株）
ディスコ ………………………………… 37-34
ディスプレイサーチ／ソーラーバズ…………… 23-25
Displaybank ………………………………… 20-23
（株）
ディムコ ……………………………………… 7-2
データコントロルズ
（株）……………………… 45-10
テクダイヤ
（株） ……………………………… 44-32
（株）
テクニスコ ………………………………… 37-5
テクネック・ジャパン・リミテッド
（株）…………… 13-13
（株）
テクノ・アイ ……………………………… 10-13
（株）
テクノタイムズ社 …………………………… 2-29
テクノハンズ
（株） …………………………… 34-26
テクノポリマー
（株）
…………………………… 10-39
テクノロール
（株） ………………………………… 9-1
テクノロックス
（社）…………………………… 10-13
テクマン工業
（株）……………………………… 6-20
テサテープ
（株）……………………………… 13-30
DEMOS
（株） ………………………………… 1-31
（有）
デュブリン・ジャパン・リミテッド ……………… 5-13
（株）
寺岡製作所 …………………………… 14-29
デルフトハイテック
（株）……………………… 38-23
（株）
電子ジャーナル …………………………… 1-21
（株）
電子ジャーナル ………………………… 22-41
（株）
電波新聞社 …………………………… 22-10
（株）
電波タイムス社 ………………………… 44-25

ト
ドイツパビリオン（光通信技術展）
AIFOTEC FIBEROPTICS GMBH ………
VERTILAS GMBH …………………………
SHF COMMUNICATION TECHNOLOGIES AG …
SHF JAPAN
（株）
……………………………
FOC FIBRE OPTICAL COMPONENTS GMBH …
OPTECBB E.V. ……………………………
CUBE OPTICS AG ………………………

43-34
43-34
43-34
43-34
43-34
43-34
43-34

ナ
長岡産業
（株） ……………………………… 10-29
（株）
ナガセインテグレックス …………………… 7-33
長瀬産業
（株） ………………………………… 3-30
中沼アートスクリーン
（株）………………………… 1-6
（株）
ナカヤマ ………………………………… 17-23
（株）
名古屋刃型 …………………………… 15-38
夏目光学
（株） ……………………………… 38-28
（株）
ナ・デックス ……………………………… 36-24
（株）
七星科学研究所 ………………………… 44-2
ナノインク懇話会 ……………………………… 1-10
（株）
ナノテック ………………………………… 1-25
Navitar Inc. ………………………………… 26-10
ナミックス
（株） ……………………………… 10-34
ナルックス
（株） ………………………………… 37-8
ナンヤンカイシンコーデンソーチ有限公司 …… 32-13

ニ
二幸電気工業
（株） ………………………… 42-11
西日本電線
（株） ……………………………… 45-2
2011 台湾国際フラットパネルディスプレイ … 26-41
日亜化学工業
（株） ………………………… 37-29
日栄化工
（株） ……………………………… 13-38
（株）
日刊工業新聞社………………………… 24-14
日産化学工業
（株） …………………………… 23-6
（株）
日新化成………………………………… 41-13
ニッタ
（株）……………………………………… 9-10
日東光器
（株） ……………………………… 39-39
日東電工
（株） ……………………………… 11-38
ニッパ
（株）……………………………………… 7-34
日報アイ・ビー …………………………… 17-28
（株）
日本車輌製造
（株） ………………………… 35-38
日本製紙クレシア
（株） ……………………… 30-19
日本製紙ケミカル
（株） ………………………… 9-38
日本精線
（株） ……………………………… 11-20
日本ソルベイ
（株）…………………………… 25-27
日本電気
（株） ……………………………… 43-50
日本電気硝子
（株） …………………………… 39-5
日本ブッシュ
（株） …………………………… 27-20
（株）
ニデック ………………………………… 25-42
（株）
ニプロン ………………………………… 38-34
日本アールソフトデザイングループ
（株）……… 42-10
日本エアーテック
（株） ……………………… 27-28
日本エフ・エーシステム
（株） …………………… 9-13
日本エム・ケー・エス
（株） ……………………… 27-6
日本オプネクスト
（株）………………………… 43-33
日本オプネクスト
（株）………………………… 44-19
（株）
日本技術センター ………………………… 12-9
日本工業出版
（株） ………………………… 37-40
日本合成化学工業
（株） ……………………… 4-46
日本コーティングセンター
（株） ………………… 14-6
（株）
日本製鋼所………………………………… 4-30
（株）
日本製鋼所……………………………… 31-20
日本セミラボ
（株） ……………………………… 27-1
日本デバイス
（株）…………………………… 39-34
日本テレガートナー
（株）……………………… 44-14
日本電色工業
（株） …………………………… 28-5
日本ビーコ
（株）………………………………… 8-34
日本フッソ工業
（株） …………………………… 9-30
日本フッソ工業
（株） …………………………… 26-5
日本分光
（株） ……………………………… 40-20
日本山村硝子
（株）
ニューガラスカンパニー … 41-14
（株）
日本レーザー …………………………… 36-11
（株）
ニューサイトジャパン …………………… 24-40
（株）
ニューサイトジャパン …………………… 24-50
ニューリッジテクノロジーズ / サンインスツルメント … 46-37
（株）
ニレコ ……………………………………… 28-9

ネ
（株）
ネオトロン ……………………………… 44-13
ネオプト
（株） …………………………………… 2-10
Nextrom Oy ………………………………… 42-13
（株）
ネットメカニズム ………………………… 38-42

ノ
（株）
野上技研 ……………………………… 17-14
（株）
ノダ ………………………………………… 17-5
NovaCentrix ……………………………………… 2-2
野村商事
（株） ……………………………… 26-11
（株）
野村鍍金 ……………………………… 16-20
（株）
ノリタケカンパニーリミテド ……………… 21-13

ハ
ハイウィン
（株） ………………………………… 32-2
（株）
パイオニア風力機 ……………………… 28-33
ハイジェント
（株）
（旧社名（株）
平井精密）… 41‐25

フ
ファイフジャパン
（株）…………………………… 7-30
ファイブラボ
（株） …………………………… 39-19
（株）
ファインディバイス ……………………… 36-23
（株）
ファインテック …………………………… 13-10
ブイ ゲン エレクトロオプティクス …………… 34-27
VES
（株） …………………………………… 35-33
VMJ
（株） …………………………………… 24-40
フィグラ
（株） ………………………………… 22-26
（株）
フィッシャー・インストルメンツ ……………… 27-9
（株）
フィットトヨックス ………………………… 30-10
（株）
ブイ・テクノロジー ………………………… 31-6
フィルム・ニュース社 …………………………… 6-38
FOSTEC, INC. …………………………… 42-11
PHOTOP TECHNOLOGIES INC. ……… 40-38
フォトテクニカ
（株）…………………………… 34-27
PHOTONICS MEDIA ……………………… 33-38
（株）
フォトニックラティス ……………………… 28-14
（株）
フォトロン ……………………………………… 9-6
富士機械工業
（株） ………………………… 13-14
（株）
フジキン …………………………………… 5-26
（株）
フジクラ ………………………………… 35-12
（株）
フジクラ …………………………………… 45-2
フジコピアン
（株） ……………………………… 9-29
フジサンケイビジネスアイ／日工フォーラム … 30-36
（株） ……………………… 15-2
富士商工マシナリー
富士通オプティカルコンポーネンツ
（株） …… 46-38
（株）
不二鉄工所 …………………………… 14-20
富士フィルター工業
（株） …………………… 10-23
富士フイルム
（株）……………………………… 1-14
富士フイルム
（株）……………………………… 3-46
富士フイルム
（株）……………………………… 42-6
藤森工業
（株） ……………………………… 10-38
フタムラ化学
（株）…………………………… 25-14
フナテック
（株） ……………………………… 27-12
プライミクス
（株）
…………………………………… 5-2
（株）
プラコー …………………………………… 6-34
（株）
プラスチック工学研究所 ………………… 4-26
プラスチック・ニュース社 ………………………… 6-38
（株）
ブリヂストン ……………………………… 23-40
プリンテッドエレクトロニクス研究会 …………… 1-10
BLUE OCEAN TECHNOLOGY LTD. …… 28-16
ブルカー・エイエックスエス
（株）……………… 37-30
古河機械金属
（株） ………………………… 34-28
古河電気工業
（株） ………………………… 34-28
ブルックナー マシネンバウ
（株）………………… 3-24
BROWAVE CORPORATION LTD. ……… 46-34
（株）
フローベル ……………………………… 12-10
（株）
プロディスク …………………………… 27‐23
（株）
プロリンクス ……………………………… 40-6

ヘ
BEIJING AGLAIA TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD.……………… 24-10
兵神装備
（株） …………………………………… 5-6
北京世紀桑尼科技有限公司 ……………… 32-13
BESA CORP. ……………………………… 16-33
BENEQ LTD. ………………………………… 28-6
PEMTRON CORP. ………………………… 24-34
ペリカンプロダクツ
（株）……………………… 38-37
（株）
ベルニクス ……………………………… 40-41
ヘレウス
（株）………………………………… 30-26
ヘンケルジャパン
（株） ……………………… 26-50

ホ
豊和産業
（株） ……………………………… 39-39
BO XIN PHOTOELECTRIC CO., LTD. … 40-11
（株）
ホーライ ……………………………………… 6-6
ホブス
（株）…………………………………… 46-11
ポリテックジャパン
（株）………………………… 8-14

マ
マール・ジャパン
（株）…………………………… 10-9
（株）
マイクロジェット …………………………… 2-19
（株）
マイクロ・テクニカ ……………………… 35-20
マイクロ・テック
（株） ………………………… 22-13
マインドスピード・テクノロジーズ
（株）………… 43-27
マグワイヤプロダクツ …………………………… 7-12
マサル工業
（株）……………………………… 46-13
（株）
松井製作所 ………………………………… 4-6
松浪硝子工業
（株） ………………………… 25-26
（株）
マツボー …………………………………… 28-6
マツモト機械
（株） …………………………… 37-42
マツモト産業
（株） …………………………… 37-42
（株）
マルコム …………………………………… 3-21

MOONLIGHT NANJING INSTRUMENT CO., LTD. … 37-10
武蔵エンジニアリング
（株）…………………… 29-37
武藤工業
（株） ………………………………… 1-26
（株）
村上色彩技術研究所 ………………… 27-10

メ
名菱テクニカ
（株）…………………………… 28-10
明和ゴム工業
（株）
…………………………… 14-13
メインテクノロジー
（株） ………………………… 43-1
メガロテクニカ
（株） ………………………… 13-20
（株）
メック ……………………………………… 10-2
（株）
メディア研究所 …………………………… 10-6

モ
（株）
モリテックス………………………………… 28-8
（株）
モリテックス……………………………… 39-38
（株）
モリテックス……………………………… 45-42
MULTI IR OPTOELECTRONICS CO., LTD.… 39-25

ヤ
山下マテリアル
（株）………………………… 39-42
（株）
山武 ……………………………………… 9-14
ヤマハファインテック
（株）…………………… 16-12
（株）
山文電気 ……………………………… 12-13
山村フォトニクス
（株）………………………… 41-14
山本光学
（株） ………………………………… 37-2

ユ
YUGUANG S&T CO., LTD. …………… 38-11
（株）
ユーテック ……………………………… 30-33
（株）
ユニオンアロー・テクノロジー …………… 23-13

ヨ
横河電機
（株） ……………………………… 15-30
（株）
横河ブリッジ …………………………… 28-50
横河メータ＆インスツルメンツ
（株）……………… 43-9
横浜油脂工業
（株） ………………………… 24-27
米沢電線
（株） ……………………………… 45-20

ラ
（株）
ライコム …………………………………… 41-9
（株）
ライスター・テクノロジーズ ………………… 34-2
LIGHTWAVE CHINA ………………………… 37-1
ライトコム …………………………………… 44-11
ライトコンバージョン ………………………… 34-27
ラックスパートテクノロジーズ / サンインスツルメント … 46-37
ラット
（株） …………………………………… 37-20
（株）
ラムダプレシジョン ……………………… 34-11
ランテクニカルサービス
（株）………………… 33-51

リ
RIO
（REDFERN INTEGRATED OPTICS）… 39-34
リオン
（株）…………………………………… 28-27
（株）
リガク ……………………………………… 12-6
理研計器
（株） ………………………………… 28-1
リソテックジャパン
（株） …………………………… 2-9
リチャードソン エレクトロニクス
（株） ………… 36-37
リモ・リソチェンコ・マイクロオプティクス ………… 37-6
（株）
菱化システム ………………………………… 9-2
（株）
菱光社 ………………………………… 28-14
菱彩テクニカ
（株）…………………………… 35-11

ル
（株）
ルネサスイーストン ……………………… 44-19

レ
（株）
レイケン …………………………………… 5-20
レイデント工業
（株） ………………………… 30-28
レーザ加工学会 ……………………………… 34-20
レーザ協会 …………………………………… 33-28
レーザー・コンシェルジェ
（株）…………………… 34-7
LASER 2000 GMBH ……………………… 34-24
LASER2000 BENELUX CV …………… 34-24
LASER2000 UK LTD. …………………… 34-24
LASERLINE GMBH ……………………… 34-34
レクロイ・ジャパン
（株） ……………………… 42-20
レボックス
（株） ………………………………… 11-2
（株）
レミ ………………………………………… 31-1

ロ
（株）
ロジャースイノアック ……………………… 23-2
ロック技研工業
（株）…………………………… 8-30
ロフィンバーゼルジャパン
（株） ……………… 36-33

ワ
（株）
ワイ・イー・データ ………………………… 34-19
YL OPTICS LTD. ………………………… 39-11
（株）
ワイディー・メカトロソリューションズ ……… 34-19
（株）
ワタナベ ………………………………… 30-42
ワッティー
（株） ………………………………… 40-1

〜

〜

13：40
14：10

〜

14：30
15：00

〜

15：50
16：50

4月14日［木］

4月15日［金］

超微細スーパーインクジェット技術

大面積ナノインプリント加工の取組み

（株）SIJテクノロジ

SCIVAX（株）

✦✦✦

超微細スーパーインクジェット技術は、3つの特徴
があります。1.世界最少吐出 2.高粘度液非加
熱吐出 3.広範な種類の液種が吐出可能

A4サイズ以上の大面積ナノインプリント量産技術に
取組んでいます。大面積ナノ加工の受託が可能で
す。小面積にも対応しています。

エレクトロニクス印刷への応用と
その可能性

ナノインプリント トータルソリューション

中沼アートスクリーン（株）

（株）協同インターナショナル

低温焼結性金属ナノ粒子「フローメタル」と
エレクトロニクス市場

バンドー化学（株）

モールド作製から離型処理、受託でのナノインプリ プリンタブル・エレクトロニクスにおけるスクリーン印 弊社独自技術による金属ナノ粒子の導体インク、
刷の可能性を、スクリーン印刷版の製版と印刷とい 接合材料、専用受容層のプリンテッドエレクトロニク
ント成型まで当社が提供するサービスのご紹介
う両面から予測する。
ス市場への展開を述べる

インクジェット技術のものづくりへの応用

こちらのセミナーは14:30 〜 15:30となります

スマートフォン・大型FPDを支える
（株）マイクロジェット 最新のディスペンス技術

✦✦✦

ものづくりに革命をもたらす《インクジェット技術》に
武蔵エンジニアリング（株）
ついて、基本原理からその応用分野についてご説
高精度滴下・シール描画、インクジェット技術、有
明いたします。
機EL・タッチパネル・スマートフォン等に対応した技術
をご紹介させて頂きます。

ＦＰＤと高機能フィルムのための
分析解析・信頼性評価技術

（株）アイテス

✦✦✦

多機能化するＦＰＤと高機能フィルムの研究開発か
ら生産を支援するための分析解析評価の最新技術
をご紹介します。

✦✦✦

Ⓑ会場
4月13日［水］

〜

12：00

4月14日［木］

光変調解析技術の最新動向

4月15日［金］

40G/100G測定ソリューション
（デバイスからネットワーク）

アジレント・テクノロジー（株）

アンリツ（株）

40/100GE、
OTU3/4（多重化/
マッピングを含む）ソリューション

ジェイディーエスユーティーアンドエム（株）

12：30

DP-QPSKやQAMに加え、OFDMといったより複 本格的に始まった40G/100Gのデバイスからネットワーク ONT500シリーズ 光ネットワーク・テスタによる
雑な光変調方式の解析技術、ソリューションを紹介 に至るアンリツの最新測定ソリューションを紹介します。
40/100GE、OTU3/4（多重化/マッピングを含む）
します。
ソリューションの紹介

12：50

DP-QPSKトランスポンダ評価用に コストダウンとR&Dスピードを実現する 超高速光位相変調解析対応45GHz
高速偏波スクランブラーの使い方
帯域デジタル・オシロスコープ
ダイナミック光フィルタ

13：20

40/100Gbps偏波多重、EDC, CDR, トランスポ
次世代超高速光位相変調解析に対応するデジタ
Finisar社のWaveshapeｒを使った、新しい光通信
ンダの評価に偏波スクランブラを用いてのストレステ
ル・オシロスコープ、4チャンネル同時に世界最高
システム評価手法のご紹介
ストについて説明いたします。
45GHzの周波数帯域を実現

〜

台湾貿易センター ……………………………
アンムパック テクノロジー
（株）………………
益睿
（株） ……………………………………
エーパックオプトエレクトロニクス
（株） ………
OPTOWAY TECHNOLOGY INC. ………
環隆科技
（株） ………………………………
ジェムテック テクノロジー
（株） ………………
TM TECHNOLOGY INC. …………………
（株）
品傑光電 ………………………………

ム

13：20

サンインスツルメント
（株）

13：40

プラスチック光ファイバーと
映像光伝送システム

14：10

積水化学が開発した新素材プラスチック光ファイバ
ーと映像光伝送システムに関するご紹介

〜

台湾パビリオン（光通信技術展）

12：50

14：30
〜

26-40
26-34
27-33
26-38
27-37
27-39
26-42
26-36

ピーアイ・ジャパン
（株） ………………………… 35-2
ピーエス
（株）…………………………………… 1-17
（株）
ピーエスアイ ……………………………… 45-5
（株）
PSTEK ………………………………… 29-25
BMB/リッカーマン
（日本）
（株）……………… 17-11
BWT BEIJING LTD. ………………………… 36-9
ビーム
（株）…………………………………… 35-34
学校法人 光産業創成大学院大学 ………… 39-16
光貿易
（株） ………………………………… 42-34
（株）
ヒキフネ ………………………………… 41-10
ビクサー ……………………………………… 42-12
ピコメ
トリックス ……………………………… 42-12
日立情報通信エンジニアリング
（株）………… 46-30
日立造船
（株） ……………………………… 31-30
日立電線
（株） ………………………………… 45-6
ヒッタイト
（株）………………………………… 45-37
（株）
ヒューテック………………………………… 11-6
平井工業
（株） ……………………………… 13-24
平松産業
（株） ………………………………… 9-33
ヒロセ電機
（株）……………………………… 45-50

ミ
ミカド機器販売
（株） ………………………… 30-11
（株）
三喜 …………………………………… 43-20
三木産業
（株） ……………………………… 37-12
（株）
ミクロ技術研究所 ………………………… 22-1
三島光産
（株） ………………………………… 1-30
（株）
三鈴エリー ………………………………… 2-30
三井化学
（株） ………………………………… 9-45
三井化学東セロ
（株）…………………………… 9-45
（株）
ミツトヨ …………………………………… 26-2
三菱樹脂
（株） ………………………………… 7-37
三菱樹脂
（株） ………………………………… 16-6
三菱電機エンジニアリング
（株）……………… 20-13
（株）
三ツワフロンテック ……………………… 10-13
緑屋電気
（株） ……………………………… 44-38
ミナトエレクトロニクス
（株）……………………… 20-2
ミノインターナショナル
（株） ………………… 29-34
（株）
ミノグループ …………………………… 29-34
（株）
都ローラー工業 …………………………… 8-20
ミヤチテクノス
（株）…………………………… 36-34
（株）
ミュートロン ………………………………… 26-9
未来工業
（株） ………………………………… 46-9

Ⓐ会場
4月13日［水］

15：00
15：20
〜

台湾貿易センター ……………………………
CALITECH CO., LTD. ……………………
C SUN MFG LTD. …………………………
TECH-WAVE INDUSTRIAL CO., LTD. …
TUNG CHANG MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD. …
FORWARD SCIENCE CORP. ……………
HONY GLASS TECHNOLOGY CO., LTD. …
UNIBRIGHT CHEMICAL CO., LTD. ……

ヒ

丸善石油化学
（株） …………………………… 1-20
丸文
（株） …………………………………… 36-19
丸文
（株） …………………………………… 42-50
丸紅テクマテックス
（株） ……………………… 7-20

15：50
16：10
〜

台湾パビリオン（ファインテック ジャパン）

東海商事
（株） ……………………………… 27-42
（株）
東京インスツルメンツ …………………… 37-19
東芝機械
（株） ………………………………… 3-36
東芝機械
（株） ……………………………… 37-50
（株）
藤堂製作所 …………………………… 17-29
東日京三電線
（株） …………………………… 45-6
東北大学未来科学技術共同研究センター（NICHe）内田研究室 … 25-39
東洋ガラス
（株）………………………………… 40-2
（株）
東陽テクニカ …………………………… 26-26
東洋紡績
（株） ……………………………… 10-45
東レ
（株） ……………………………………… 7-45
東レエンジニアリング
（株）……………………… 3-12
東レエンジニアリング
（株）…………………… 29-22
東レ・ダウコーニング
（株） …………………… 21-20
東レ・デュポン
（株）……………………………… 7-45
東レフィルム加工
（株） ………………………… 7-45
トーイン
（株） ………………………………… 14-31
トーカロ
（株） …………………………………… 14-6
（株）
東伸 …………………………………… 15-34
（株）
トーヨーコーポレーション ……………………… 1-3
トッキ
（株） …………………………………… 29-10
（有）
深越光電技術有限会社 ……………… 21-31
（株）
トプコンテクノハウス …………………… 27-13
DOMAILLE ENGINEERING LLC ……… 41-41
（株）
トヨックス………………………………… 30-10
（株）
トライテック …………………………………… 2-1
トランステック
（株）…………………………… 27-34
（株）
トリマティス ……………………………… 45-36
トルンプ
（株）………………………………… 34-50

ハイソル
（株）………………………………… 37-24
（株）
ハイテック ……………………………… 40-40
（有）
ハイランド ……………………………… 11-10
（株）
ハイロックス …………………………… 28-13
（株）
ハギテック ……………………………… 38-19
萩原工業
（株） ………………………………… 15-6
伯東
（株） …………………………………… 36-23
伯東
（株） …………………………………… 40-28
（株）
ハタ研削 ………………………………… 44-12
（株）
八光 ……………………………………… 16-9
（株）
ハナムラオプティクス ……………………… 37-6
浜松ホトニクス
（株） ………………………… 38-50
原田産業
（株） ………………………………… 25-6
原田産業
（株） ……………………………… 45-41
杭州科百特濾過器材有限公司 …………… 25-28
バンドー化学
（株）……………………………… 2-14

16：40

積水化学工業（株）

（株）コージェント

（株）
ピーエスアイ

✦✦✦

ネットワークインターフェース装置とメディアコンバータ
モジュールをサポートしている新しい第３世代シャーシ・プ
ラットホーム

原田産業（株）

✦✦✦

レクロイ・ジャパン（株）

トランジションネットワークス社
新製品のご紹介

EXFOの次世代ネットワーク試験
EXFO社が提案するイーサネット向け新試験方法
（EtherSAM ITU-T準拠）
、40/100G向け試験
（光
スペアナ、CD/PMD）
をご紹介致します。

光通信からネットワークまでのマルチ・
レイヤー品質保証の考え方

丸文（株）

40/100G、ROADM、10GE-PON、LTEなど通
信技術の高度化、サービスの多様化に対応した品
質保証の考え方と測定方法を紹介します。

LCOSを用いたフレキシブル・グリッド 100Gbps、40Gbps、および各種
対応ROADMテクノロジー
光トランシーバのご紹介
santec（株）

日本オプネクスト
（株）

自在に周波数割り当てを行なうことが可能な、波長 最先端の100Gbps、40Gbpsの他、多くの出荷
ブロッカアレイ方式によるユニークWaveProcessor 実績を誇る各種光トランシーバの豊富な製品群を余
技術についてご紹介します。
すところなく紹介いたします。

最新の光コネクタ端面規格と
その解決技術

ＮＴＴアドバンステクノロジ（株）

✦✦✦

富士通の40G/100G光コンポーネント NEL OTN-LSIシリーズと超高速
ソリューション
光受信モジュールのご紹介
富士通オプティカルコンポーネンツ（株）

ＮＴＴエレクトロニクス（株）

最新の光コネクタ端面国際規格に対応した、新型 40G/100Gネットワーク用の多値位相変調方式、 以下の２製品を中心に紹介する。
研磨機、新型クリーナ、端面傷自動判定機を紹介 デジタルコヒーレント方式に対応した各種LN変調 ・40G OTN-LSI ・40G mapping/converter LSI
いたします。
器、集積受信モジュール等をご紹介
・集積型光受信モジュール

Ⓒ会場
4月13日［水］

11：10
〜

第一高周波工業
（株） ……………………… 42-12
第一実業
（株） ………………………………… 8-19
（株）
タイカ ……………………………………… 25-2
ダイカポリマー
（株）
…………………………… 26-11
大浩研熱
（株） ………………………………… 3-11
（株）
大興製作所 …………………………… 38-12
大成ファインケミカル
（株）……………………… 9-19
ダイセル化学工業
（株）………………………… 7-46
大電
（株） …………………………………… 45-14
大同化成工業
（株） ………………………… 10-24
太洋工業
（株） ……………………………… 23-26

43-34
43-34
43-34
43-34
43-34
43-34
43-34

11：40
12：00
〜

カインズ販売
（株）…………………………… 22-19
（株）
化学工業日報社………………………… 24-28
春日電機
（株） ……………………………… 12-19
（株）
片岡製作所 …………………………… 36-50
（株）
加貫ローラ製作所 ………………………… 6-30
カトウ光研
（株）……………………………… 27-38
カドミ光学工業
（株） ………………………… 35-10
兼松
（株） ……………………………………… 2-11
兼松
（株） ……………………………………… 29-5
蒲田工業
（株） ………………………………… 13-5
（株）
カワタ ……………………………………… 6-20
カンケンテクノ
（株） ………………………… 13-23
カンタムエレクトロニクス
（株）…………………… 34-6
関東化学
（株） ……………………………… 26-13

GE エナジージャパン
（株）…………………… 41-42
（株）
GS ユアサ ……………………………… 17-19
シールドエアージャパン
（株） …………………… 38-6
JSR
（株） …………………………………… 16-37
JX 日鉱日石エネルギー
（株）………………… 25-23
JFE テクノリサーチ
（株） …………………… 38-20
ジェイディーエスユーティーアンドエム
（株）
……… 43-6
ジェイディーエスユニフェーズ
（株）……………… 34-1
JP テック
（株） ………………………………… 22-6
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン
（株） ………… 37-15
SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. … 25‐9
SHENZHEN BAO MING SEIKO CO., LTD. … 20-11
SHENZHEN FLAT PANEL DISPLAY
INDUSTRY ASSOCIATION ……………… 24-24
ジェンテック イーオー ………………………… 34-27
シグマ光機
（株）……………………………… 36-40
シグマサイバーテック
（株）……………………… 32-6
（株）
システムズエンジニアリング …………… 39-41
（株）
シップス ………………………………… 21-42
JINAN TMMT STONE …………………… 27‐11
SYNOVA JAPAN
（株） …………………… 35-28
SINO-GALVO（BEIJING）TECHNOLOGY CO., LTD. … 35-1
澁谷工業
（株） ……………………………… 33-50
（株）
島津製作所 半導体機器事業部 ………… 23-9
（株）
島津製作所 ……………………………… 2-12
（株）
島津製作所 …………………………… 39-13
シムコジャパン
（株） ………………………… 13-19
JIAXING JINGKONG ELECTRONIC COMPANY LTD. … 39-9
常州強力電子新材料
（有） ………………… 25-10
（株）
湘南貿易 ………………………………… 6-13
常陽工学
（株） ……………………………… 31-20
昭和電工
（株） …………………………………… 2-2
昭和電子
（株） ……………………………… 21-35
（株）
昭和丸筒 ……………………………… 11-24
ショーダテクトロン
（株） ……………………… 31-28
ショット日本
（株）………………………………… 24-6
SILICON LINE GMBH ……………………… 41-6
シリテック ファイバー ………………………… 42-13
（株）
シロク …………………………………… 21-35
シンイプラスチックステクノロジー ……………… 7-12
信越化学工業
（株） …………………………… 9-20
（株）
シンキー …………………………………… 38-5
神港精機
（株） ………………………………… 6-33
新光電子
（株） ……………………………… 40-14
新生化学工業
（株） ………………………… 39-37
（株）
シンセン市精美特ガラス
（株）…………… 24-20
新タック化成
（株）…………………………… 12-30
シンテック
（株） ……………………………… 27-14
新日鐵化学
（株） …………………………… 16-38
晶玻光学科技股份有限公司
（株）…………… 38-14
新明和工業
（株） ……………………………… 10‐6

タ

TSB INNOVATIONSAGENTUR GMBH …
テック・マイクロシステムズ
（社）………………
VPI SYSTEMS GMBH ……………………
VPI Photonics/
（株）
理経 …………………
フラウンホーファー HHI ………………………
U2T PHOTONICS AG ……………………
LUCEO TECHNOLOGIES GMBH ………

12：30
12：50
〜

カ

シ

綜研化学
（株） ……………………………… 13-29
蘇州徳竜激光有限公司 …………………… 32-13
ソフタル日本
（株） …………………………… 17-11
ソマール
（株）…………………………………… 5-46
ソルテック工業
（株） ………………………… 15-10

13：20
13：40
〜

王子特殊紙
（株） …………………………… 12-30
（株）
オーエスアイ・インダストリー………………… 8-34
オーケーディー
（株） ………………………… 31-27
大阪ガスケミカル
（株） ……………………… 11-30
大崎電気工業
（株） …………………………… 41-2
OZ OPTICS LTD. …………………………… 36-5
大塚電子
（株） ……………………………… 11-14
（株）
オーディオテクニカ ………………………… 7-24
（株）
オーディオテクニカ ……………………… 39-33
（株）
オーテック ……………………………… 10-19
O-NET COMMUNICATIONS（SHENZHEN）LIMITED … 46-27
（株）
大橋製作所 …………………………… 20-14
OPI
（株）……………………………………… 32-13
オーム電機
（株）………………………………… 3-29
（株）オール（デジタルサイネージコンソーシアム 会員企業）… 24-36
（株）
オキサイド ……………………………… 38-38
（株）
荻野精機製作所 ………………………… 13-6
（株）
オサダコーポレーション ………………… 14-23
（株）
雄島試作研究所 ……………………… 41-37
（株）
オックスプランニング
（デジタルサイネージコンソーシアム 会員企業）……… 24-36
（株）
オノックスエムティーティー ……………… 35-33
（株）
オフィールジャパン ……………………… 34-42
（株）
OPCOM Japan ……………………… 39-27
オプティゾーン ……………………………… 34-14
OPTIVISION TECHNOLOGY INC. ……… 25-12
オプテックス・エフエー
（株）……………………… 9-13
オプトエナジー
（株） ………………………… 36-39
（株）
オプトゲート ……………………………… 41-41
（株）
オプトサイエンス ………………………… 28-19
（株）
オプト・システム ………………………… 34-41
オプトシリウス
（株）…………………………… 40-27
（株）
オプトピア ……………………………… 31-41
オムロン
（株）………………………………… 38-33
オムロンレーザーフロント
（株） ……………… 33-40
オリンパス
（株） ………………………………… 3-37
温州耀陽化工科技
（有） ……………………… 24-2

ソ

14：10
14：30
〜

（株）
イーアイティー …………………………… 22-34
（株）
イーエッチシー …………………………… 31-13
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD. … 42-9
イースタン電子工業
（株） …………………… 26-14
飯田工業
（株） ……………………………… 35-26
イーディーアール合同会社 …………………… 21-5
東隆科技有限公司 ………………………… 32-13
EDN Japan/Automotive Electronics …… 35-19
イエナオプティックレーザダイオードジャパン
（株）… 34-6
イグス
（株）…………………………………… 30-14
EXALT TECHNOLOGY CO., LTD. ………… 3-19
（株）
井口機工製作所 ……………………… 29-13
（株）
いけうち ………………………………… 28-42
（株）
イケックス工業 …………………………… 2-38
（株）
石井表記 ………………………………… 2-11
出光興産
（株） ……………………………… 11-23
出光ユニテック
（株）………………………… 11-23
伊藤忠マシンテクノス
（株）
……………………… 3-24
伊藤電子工業
（株） ………………………… 22-40
（株）
イトウ六 ………………………………… 17-22
（株）
イノアックコーポレーション ………………… 23-2
井上金属工業
（株） …………………………… 4-36
INNOVISION CO., LTD. ………………… 22-50
INOMETA GmbH & Co. KG ………………… 7-20
入江工研
（株） ……………………………… 28-30
イリディアン・スペクトラル・テクノロジーズ
（代理店：三木産業
（株）
） …………………… 37-12
岩崎電気
（株） ……………………………… 39-28
岩下エンジニアリング
（株）…………………… 30-13
（株）
インキュベーション・アライアンス……………… 1-9
（株）
インコム ………………………………… 28-40
インターテック
（株）…………………………… 41-11
Integration Technology ……………………… 2-10
Inphi Corporation ………………………… 44-19
INPHENIX INC. …………………………… 40-39

オ

サ
サーモ イージーエス ゲージング ………………… 3-23
XAAR ………………………………………… 2-10
SCIVAX
（株） ………………………………… 2-26
（株）
埼玉富士 ……………………………… 33-34
サイバーステーション
（株）
（デジタルサイネージコンソーシアム 会員企業）… 24-36
CYBERDYNE
（株）………………………… 20-21
サイバネットシステム
（株） …………………… 28-20
サイバネットシステム
（株） …………………… 39-20
（財）
材料科学技術振興財団 ………………… 27-5
サエス・ゲッターズ・エス・ピー・エー …………… 25-38
坂本造機
（株） ……………………………… 15-20
作新工業
（株） ………………………………… 9-45
（株）
サワイリエンジニアリング………………… 21-14
サンインスツルメント
（株） …………………… 32-14
サンインスツルメント
（株） …………………… 46-37
（株）
サンエー化研 …………………………… 12-38
（株）
サンエストレーディング…………………… 42-12
（株）
サンキ ……………………………………… 38-6
三機工業
（株） ……………………………… 29-50
三共
（株） ……………………………………… 29-2
産業開発機構
（株） ………………………… 28-11
（株）
三共製作所 ……………………………… 31-9
（株）
産業タイムズ社 ………………………… 21-12
三興商事
（株） ………………………………… 7-12
（株）
サンテクノロジー ………………………… 23-50
（株）
サンテック ………………………………… 30-6
santec
（株） ………………………………… 45-33
（株）
三明 ……………………………………… 1-25
三明機工
（株） ……………………………… 29-42
三和電気工業
（株） …………………………… 41-5

15：00
15：20
〜

イ

NTT アドバンステクノロジ
（株）………………… 43-2
NTT エレクトロニクス
（株）…………………… 43-10
エバ・ジャパン
（株）…………………………… 40-37
エプシロン・ジャパン
（株） ……………………… 9-23
（株）
FUK …………………………………… 20-10
エムエーテック
（株） ………………………… 34-33
エムエス機器
（株）…………………………… 35-39
（株）
エム・シー・ケー ………………………… 12-20
（有）
MT テック …………………………………… 3-9
エンシュウ
（株） ……………………………… 35-42

15：50
16：10

4月14日［木］

スペクトラ・フィジックス（株）

（株）ディスコ

トルンプ（株）

内視鏡用小型カメラの開発動向と画像 非破壊光断層観察装置（OCT）の工業 先端機能性素材の光特性を分光光度
伝送システムについて
計測の応用
計で評価する
（株）OPCOM Japan

ファイブラボ（株）

日本分光（株）

デジタル内視鏡用小型カメラの最新開発動向と RTD方式を用いて、安価で小型な工業向け非破 液晶ディスプレイ、白色LED、太陽電池、有機EL、
2.4GHz帯デジタル画像伝送システムを、医療現 壊光断層観察装置
（OCT）
を製品化しました。その 日本がリードしてきた先端技術を支えている光特性評
場における実用例を交え紹介します。
概要紹介をします。
価技術をご紹介します。

フェムト秒ファイバレーザ スマートラ パルス幅／繰返し周波数可変MOPA AXSUN社のＯＣＴ用高性能Ｓｗｅｐｔ
方式パルスファイバーレーザ
Ｓｏｕｒｃｅ
イトの特徴と加工例
カンタムエレクトロニクス（株）

丸文（株）

（株）システムズエンジニアリング

スマートライトは微細加工に最適なフェムト秒ファイ Multiwave社 MOPA-Mパルスファイバーレーザの AXSUN社のMEMS技術を用いた高速OCT用光
バレーザです。優れた特徴と加工例について発表 特徴、MOPA-Mの高ピークパワーを用いた各種加 源の最新技術と応用例を紹介します。
致します。
工例の紹介

色消し（532&635）テレセントリック 医 療 機 器 用IEC60601-1取 得 電 源 短納期対応できるCADデータの活用
使用のメリット、 製品のご紹介
fθレンズと高精度微細加工
OPI（株）

（株）ニプロン

（株）オノックスエムティーティー

AOC社の532レーザ (12W at 100kHz)、WT社 大型となる医療機器用の商用絶縁トランスを別途 CADデータの活用で、作業確認・品質確認等のコ
の色消しfθレンズおよびガルバノ同軸型CCD観察 用意する必要がなく、装置の小型化と低価格化が スト計上できない作業時間の削減をすることで、短
光学系とによる高精度加工への応用
納期対応ができる。
図れます。

真空式自転・公転ミキサーによる分散・ ガラスを用いたマイクロ流体デバイス レーザ加工におけるレーザ光測定の
脱泡技術とスケールアップ
や蛋白質分析チップの開発
必要性と運用
（株）シンキー

（株）テクニスコ

（株）オフィールジャパン

真空タイプの自転・公転ミキサーを用いた材料の分 ガラスを選ばないマイクロ流体デバイス
（マイクロリア レーザ加工において、レーザ光を正確に評価・把握
散・脱泡事例および量産機ARV-10kTWINについ クター /フローセル）
の製作が可能。チップの流路 しておくことが加工の再現性や品質管理向上の観
て講演を行う。
や底面厚みの最適化を実現
点からは非常に重要となります。

ZEMAXを使ったレーザービーム
解析

（株）プロリンクス

ZEMAXを使うと様々な光学シミュレーションが可能
です。今回は物理光学解析機能を使ったレーザー
ビーム解析例を紹介します。

医療用向電源の最新トレンド〜 AC/
DC・DC/DC・高圧電源について〜

✦✦✦

（株）ベルニクス

AC/DCからPOL迄ご提案できる製品がございます。
低漏れ電流等も兼ねそろえており最近のトレンドをご
紹介させて頂きます。

浜松ホトニクスのレーザ樹脂溶着装置
の紹介

17：00

光の応用で新しい産業の創成をめざす
人材の育成

17：30

ディスコのレーザーソリューション紹介

Photonics Westで発表された新製品を中心に、 ピコ秒レーザによる、ガラスやセラミックス等の脆性 ディスコが近年注力しているレーザ加工。加工速度
装置搭載に適した高精度微細加工用レーザーと応 材、高分子材料、各種金属の微細な切断や表面 向上や複合材の切断などレーザ光の特性を生かし
た加工技術を紹介します。
用例を紹介する。
除去など、最新の非熱加工を紹介。

✦✦✦

16：40

4月15日［金］

高ビーム品質LD励起固体レーザーを ピコ秒レーザによる、ガラス、
用いた最新微細加工例の紹介
セラミックス、 各種金属の微細加工

〜

IRTOUCH SYSTEMS CO., LTD. ……… 23-34
アイウェーヴ
（株） …………………………… 42-20
アイカ工業
（株）……………………………… 11-37
アイグラフィックス
（株） ……………………… 31-19
アイケーシー
（株） …………………………… 11-29
アイゲート
（株） ……………………………… 10-13
アイセル
（株）…………………………………… 17-4
（株）
アイテス …………………………………… 21-9
IPG フォトニクスジャパン
（株） ……………… 36-12
アイピートロニクス・マクニカ クラビス カンパニー … 40-12
アキレス
（株）…………………………………… 9-37
ACCELINK TECHNOLOGIES CO., LTD. … 46-33
AXCEN PHOTONICS CORPORATION … 44-19
アクター
（株）…………………………………… 40-9
（有）
アクトライエム ………………………………… 7-8
曙機械工業
（株） …………………………… 14-32
（株）
アサヒ化学研究所 ……………………… 22-27
旭化成せんい
（株）…………………………… 25-19
旭硝子
（株） ………………………………… 23-24
（株）
アシストナビ ………………………………… 2-9
（株）
アシストナビ …………………………… 34-11
亜洲光学
（株） ……………………………… 44-19
アジルトロン / サンインスツルメント ………… 46-37
アジレント・テクノロジー
（株）………………… 46-50
アスミタステクノロジー
（株） ………………… 25-38
アダマンド工業
（株） …………………………… 44-6
（株）
ADEKA ………………………………… 26-25
ADVANCED MICROOPTIC SYSTEMS GMBH … 36-10
アドコム・メディア
（株） ……………………… 34-38
（株）
アドバンストテクノロジー ………………… 39-12
（株）
アドバンストナノプロダクツ ……………… 21-28
（株）
アドバンテック …………………………… 23-20
アドバンテック東洋
（株）……………………… 26-20
アバンテス …………………………………… 34-27
（株）
アフィット ……………………………………… 2-5
アプライド マテリアルズ …………………………… 2-6
（株）
アフレアー ……………………………… 33-20
Amonics …………………………………… 39-34
（株）
アヤハエンジニアリング ………………… 11-13
ARCO INFOCOMM INC. ………………… 20-29
（株）
アルネアラボラトリ ……………………… 45-34
（株）
アルバック ………………………………… 2-46
アルミマシン
（株）
/ ウシオ電機
（株） …………… 5-30
（株）
アントンパール・ジャパン …………………… 26-6
アンリツ
（株）………………………………… 40-50
アンリツプレシジョン
（株） …………………… 28-12

〜

ア

学校法人 光産業創成大学院大学

本学の概要や教育システム、活用方法や活用事
例、また、本学主催のレーザープロセシングに関す
る講座についてご紹介します。

浜松ホトニクス（株）

レーザ照射と温度計測が同時にできるLD-HEATER
での樹脂溶着をご紹介します。加工条件設定や生
産管理で効果を発揮します。

✦✦✦

✦✦✦

✦✦✦

