
出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

1 営業部 ・高周波電力増幅器　パネル

長谷川貴俊 ・高周波コンポーネント　カタログ

tel:0545-31-2600 ・高周波電力増幅器　カタログ

fax:0545-31-1600

7 営業部 ・i-Gonio

森 貴広 ・超高真空エバポレーター

tel:029-858-0211 ・RHEED

fax:029-855-9877

10 代表取締役 ・Vaclon イオンポンプカット

松井良憲 ・Neo Dry 15E ドライ真空ポンプ

tel:052-401-2061 ・nXDS15i スクロールポンプ

fax:052-401-6960 ・SH-110 スクロールポンプ

・TSP Compact ターボ排気カット

・STP-301 ターボ分子ポンプ

・SCV-351 コントローラー

・STP-ix455 ターボ分子ポンプカットモデル

・TwisTorr 304Fs ターボポンプ

45 大阪営業所 ・エネルギーアナライザー付Ｑマス　パネル

川田英人 ・二次電子増倍管(SEM)　パネル

tel:06-6375-5852 ・ディレーラインディテクター(DLD)　パネル

fax:06-6375-5845

41 第一営業部 ・X線CCD/CMOSカメラ パネル

土屋直人 ・X線FPD パネル

tel:047-434-2090 ・フォトンカウンティングX線検出器 パネル

fax:047-434-2097 ・X線アモルファスシリコン検出器 パネル

・フォトンカウンティングX線検出器

33 真空機器部販売グループ ・スクロール真空ポンプ　SDM-320

杉山 ・スクロール真空ポンプ　ISP-90

tel:06-6458-5971 ・排気ユニット　VTV-080

fax:06-6458-5978 ・パネル

13 先端プロダクツ事業本部 ・FZP

ナノテクビジネスユニット ･X線チャート

増田　修 ・メンブレンチップ

tel:046-250-3344 ・センタービームストップ素子

fax:046-270-2439 ・X線ミラー

・シュワルツシュルトミラー

・K-Bミラー

・X線フィルター

・精密ステージ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・学会関係者以外の方も、どうぞいらして下さい。

第28回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム

　企業展示会出展社一覧

　　　　　　　　　　　　展示日時 ：2015年1月11日（日）　9：00-18：00　　1月12日（月）　9：00-15：00

　　　　　　　　　　　　場所 ：立命館大学びわこ・くさつキャンパス　コラーニングハウスⅠ 2階・3階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ご参加になる方は、必ず展示会に足を運んで下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・お茶のコーナーを用意しています。

㈱アールアンドケー

㈱ア－ルデック

㈱アイリン真空

アステック㈱

㈱アド・サイエンス

アネスト岩田㈱

NTTアドバンステクノロジ㈱



12 松木満都世 ・MBS ARPESシステム A1SYS ポスター、カタログ

tel:06-6744-1140 ・MBS A1 Analyser ポスター、カタログ

fax:06-6744-1142 ・MBS A1 HE Analyser カタログ

・MBS MUSPIN＆Deflector カタログ

・MBS L-1高輝度He光源 ポスター、カタログ

・MBS TM-1 TWINモノクロメーター ポスター、カタログ

・MBS Gate detector for A-1 カタログ

・プロジェクターによる製品案内のスライドショー

6 計測機器部 営業課 ・マイクロイオンチェンバ：S-2858

大渕政則 ・マイクロイオンチェンバ：S-3058

tel:042-552-4511 ・スパークチェンバ

fax:042-552-5750 ・パネル

31 営業支援G ・ドライポンプ

山内信三 ・ターボ分子ポンプ

tel:06-6203-3981 ・パネル

fax:06-6222-3645

50 代表取締役 ・パネル

西野好夫

tel:03-5667-3051

fax:03-5667-3050

36 テクノポリスCSセンター ・パネル

春名宏計

tel:0791-59-8070

fax:0791-59-8075

49 代表取締役 ･X線集光レンズ

次田 友暁 ･X線回折格子(タルボ･ロー干渉計向け)

microtech@asicon-tokyo.com ･LIGA微細加工パーツ

9 営業推進部 ・NeoDry15E（空冷式ドライポンプ）

依田洋平 ・NeoDry30E（空冷式ドライポンプ）

tel:0267-67-9009 ・NeoDry60E（空冷式ドライポンプ）

fax:0267-67-9015 ・パネル

54 総務部 ・各種導入機（回転・直線）

勝又利恵 ･各種精密真空部品

tel:03-3773-3956 ・パネル

fax:03-3778-0379

37 FS販売統括部 ・キャパシタンスゲ－ジ

コンポ－ネント販売第二課 ・質量分析計

高木　章 ・パネル

tel:06-6821-9703

fax:06-6821-9704

18 営業部 ・InSpector1000(可搬型デジタルスペクトロサーベイメータ）

今井達也 ・DSA-LX（デジタルスペクトルアナライザ）

tel:06-4806-5662 ・パネル（XAFS用多素子検出器、等）

fax:06-4806-5663

56 エンジニアリング事業本部 ・HIP接合品

開発企画部 ・3Dプリンタ

長澤 豊 ・パネル

tel:046-238-2361 ・カタログ

fax:046-238-2625

55 営業部 ・Gooch and Housego社 精密光学部品のご紹介（パネル）

戸田 圭亮

tel:03-3258-1238

fax:03-3258-5689

㈱オプティマ

MB Scientific AB

応用光研工業㈱

㈱大阪真空機器製作所

オリオン機械㈱/タツミ産業㈱

カールスルーエ技術研究所(KIT)・IMT
㈱ASICON

樫山工業㈱

北野精機㈱

キヤノンアネルバ㈱

キャンベラジャパン㈱

金属技研㈱

ケイエルブイ㈱



5 営業部営業1課 ・新コントローラ KOSMOSシリーズ

小島正道 ･精密位置決めステージ

tel:044-981-2131 ・パネル

fax:044-981-2181

52 日本支店 ・非蒸発型ゲッターポンプ（NEGポンプ）

桜井英樹   CapaciTorrシリーズ

tel:03-5420-0431 ・NEG+イオンポンプ

fax:03-5420-0438 　NEXTorrシリーズ

・パネル

43 清本めぐみ ・X線集光装置JM1000

tel:072-643-2292 ・X線ミラー

fax:072-643-2391

11 業務部 ・結晶光学素子サンプル

小泉有生 ・パネル

tel:0178-34-5011

fax:0178-31-2711

42 低温機器部営業課 ・冷凍機クライオスタット各種 パネル

野村秋之 ・液体窒素循環冷却装置 パネル

tel:048-796-8301 ・高温超電導マグネット製品各種 パネル

fax:048-796-8302 ・液体ヘリウムデュワー パネル

・光学用xyz調整冷凍機クライオスタット

16 営業部営業推進課 ・高速MCA（XSPRESS3）

岡田郷子 ・Siピクセル検出器システム（MERLIN）

tel:03-5542-3105 ・VFコンバータ（V2F100）

fax:03-5542-3109 ・DCCT

・加速器電磁石用電源

・MTCAボード（DAMC-FMC25、HV-PANDA）

44 営業販売本部 ・製品例（重金属微細穴）

中島慎治 ・パネル

tel:042-723-1211 ・カタログ

fax:042-723-1211

35 営業部 ・溶液セル

山根光博 ・特殊真空パス

tel:0791-77-1100 ・特殊加工製作物

fax:0791-77-1102 ・パネル

25 民間事業部レーザープロダクツ課 ・Thales SESO社製 X線用集光ミラー パネル

小林 忍 ・カタログ

tel:03-6234-8150

fax:03-6234-8101

39 植松弘之 ・16chステッピングモータコントローラ

tel:029-832-3031 　PM16C-16

fax:029-832-2662   PM16C-04XDL

・微小電流計

　AM4C-01

・100MHｚV/Fコンバータ

　N2VF-1H

47 近藤信也 ・RAYONIX 　CCD検出器　バナー

tel:04-7168-5311

fax:04-7168-5671

3 代表取締役 ・SPECS Surface Nano Analysis社製品 パネル

松田敬吾 ・Zurich Instruments社製品 パネル

tel:03-5935-1060 ・Ferrovac社製品 パネル

fax:03-5935-1070 ・Dr. Sjuts Optotechnik社製品 パネル

・Nanosurf社製品 パネル

シャラン インスツルメンツ㈱

神津精機㈱

サエス・ゲッターズ・エス・ピー・エー

㈱ジェイテック

㈱鈴木商館

セイコ－・イ－ジ－アンドジ－㈱/
Quantum DETECTORS/CAENels

㈱大和テクノシステムズ

㈱タキモト

タレスジャパン㈱

ツジ電子㈱

テガサイエンス㈱

(有)テク/SPECS Surface Nano Analysis



15 技術部 ・X線スペクトロスコピー用DSP　APV8000Xシリーズ

金親麗子 ・Quick Scan対応DSP APN500シリーズ

tel:029-350-8011 ・真空対応X線スペクトルメータ　XS100V

fax:029-352-9013 ・X線スペクトルメータ　XS100

・パネル

46 営業管理部 ・X線検出器（SDD、Si-Pin、CdTe、高分解能超伝導検出器、他）

吉田靖彦 ・パネル

tel:06-6323-1100

fax:06-6323-7700

48 営業部 PREVAC社製

星野祥一 ・X線源

tel:03-5825-3559 ・紫外線源

fax:03-5825-3589 ・走査型電子銃

・チャンバー照射用LEDライトシステム

・蒸着用成膜コントローラ

UHV Design社製

・回転導入機

・トランスファーロッド

・ウォーブルスティック

・中空型上下機構

4 技術営業1部 ・Andor Technology社製ICCD検出器

坂江　剛 ・PHOTONIS社製チャンネルトロン・MCP

tel:03-3686-4711 ・PCO社製sCMOSカメラ

fax:03-3686-0831 ・SRS社製デイレイジェネレータ

・パネル

22 原子力開発設計部 ・加速器パネル

中山光一 ・加速器カタログ

tel:045-770-2412

fax:045-770-2317

21 応用技術部 ・クライストロン パネル

湯城　磨 ・カプラー パネル

tel:048-631-1020

fax:048-643-2034

40 総務部 ・パネル、パンフレット

森谷美紗

tel:046-253-1411

fax:046-253-1412

20 放射線計測グループ ・放射光機器　パネル

山田正規 ・温度コントローラ　パネル

tel:03-3456-4700 ・低温機器　パネル

fax:03-3456-3423 ・取扱い製品　パネル

・自動4象限スリット

・ゴニオメーターヘッド

・キャピラリーボーイ

30 企画本部広報部 ・学術研究用加速器電源

山下文男 ・医療用加速器電源

tel:075-231-8461 ・加速器用アルミ電解コンデンサ

fax:075-253-2187 ・パネル

8 北日本営業部 ・FPGAベース高速データ集録・解析システム PXI

藤田康信 ・EPICS対応ネットワーク分散監視制御システム CompactRIO

tel:080-1360-3544 ・パネル

fax:03-5472-2977

㈱東京インスツルメンツ

㈱テクノエーピー

㈱テクノエックス

㈱テクノポート

㈱東芝

東芝電子管デバイス㈱

㈱トヤマ

仁木工芸㈱

ニチコン㈱

日本ナショナルインスツルメンツ㈱



51 PI事業部 ・パネル

山本崇幸 ・製品カタログ

tel:03-5639-2741

fax:03-5639-2775

53 営業部 ・パネル

藤澤正信

tel:03-5765-4250

fax:03-5765-4457

32 営業部 ・Toflas-300

木下 ・飛行時間型原子散乱表面分析装置

tel:06-6626-1321 ・Be製品、窓・ミラー等

fax:06-6626-1323 ・極低温クライオスタット製品

・PLD薄膜作成装置等薄膜作成装置

・各種真空装置およびコンポーネント

・パネル

28 システム営業推進部 推進1G ・放射光用カメラシリーズ

杉下 財 ・小型エキシマランプ光源 EX-mini

tel:053-431-0150 ・実機（動展示／静展示）

fax:053-433-8031 ・パネル

14 営業部 ・米BNL NSLS-Ⅱ標準採用モーションコントローラ

橘 純司  「Geo Brick LV NSLS-Ⅱ」

tel:03-3665-6421 ・最大256軸同期超高速リアルタイム・モーション・コンピュータ

fax:03-3665-6888  「Power UMAC」

34 電子制御営業部 ・POE+対応電源ユニット

芹野敬士 ・ステッピングモータ用コントロールボード/ドライバユニット

tel:06-6569-0082 ・パネル

fax:06-6569-7058

24 営業部 ・パーマロイチャンバ

舩倉崇史 ・NEGポンプ（V-NEGシリーズ）

tel:042-557-8250 ・ステッピングモーターコントローラ(V-comシリーズ)

fax:042-557-8251

17 営業本部マーケティング ・VAT 高真空バルブ

アシストグループ

岡山和紀

tel:0791-48-1680

fax:0791-48-1681

26 石垣敬子 ・パネル

tel:03-5842-5885

fax:03-5842-5850

57 森 友里絵 ・V-Lok、VVバルブ、NEW-MEGAバルブ、FCS、IGS

tel:075-661-6791

fax:075-661-4401

38 本社営業部 ・マイクロサンプリング用 マイクロマニピュレーターシステム

前林利典   アクシスプロ AxisPro

tel:054-269-5002

fax:054-269-5003

27 制御機器営業部 ・スプリング-8標準ドライバ

永井龍一 ・スプリング-8標準ドライバ用電源

tel:042-664-5384 ・3D棚板引出型

fax:042-666-2031 ・パネル

日立造船 ㈱

㈱日本ロ－パ－

NEOMAXエンジニアリング㈱

㈱パスカル

浜松ホトニクス㈱

㈱ピーマック・ジャパン

㈱VICインターナショナル

VAT㈱

VGシエンタ㈱

㈱フジキン

㈱マイクロサポート

㈱メレック



23 経澤 OPTO DIODE社

tel:042-642-0889 ・XUV-UV用フォトダイオード

fax:042-642-0896 LUXEL社

・XUVバンドパスフィルター

FRIATEC社

・セラミック管

・セラミックパーツ

Rigaku Innovative Technologies Europe社

・X線CCDカメラ

・X Pinディテクター

Rigaku Innovative Technologies社

・X線用多層膜ミラー

AMSTERDAM SCIENTIFIC INSTRUMENTS社

・Time Pix X線イメージングディテクター

パネル

19 広報宣伝課 ・X線回折装置 パネル、カタログ

青木正孝 ・高速1次元・2次元X線検出器 パネル、カタログ

tel:042-545-8190

fax:042-545-7983

29 技術部営業課 ・パネル（会社案内、各種試験機器）

元嶋正美

tel:042-568-1211

fax:042-568-1210

2 コバチック ・カプトン絶縁被覆電線、ケーブル

tel:03-3480-9082 ・電流導入端子、真空用コネクター

fax:03-3480-9082 ・光ファイバー導入端子、真空用ケーブル

・アルミニウムチャンバー用フランジ、配管

・セラミック部品

・ポスター

ラドデバイス㈱

㈱リガク

㈱理学相原精機

(有)ワイテック


