
出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

2 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

13 営業部 ・UHV高精度冷却試料三次元角度制御ステージ（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 ・超高真空対応3KVイオンガン

18 真空コンポーネント営業部 ・オイルフリー真空ポンプ

中村大樹 ･ターボ分子ポンプ

tel:048-769-7011 ・イオンポンプ

fax:048-769-7483 ・真空計

・パネル

35 科学計測事業部 ・ディレイラインディテクタ(DLD)　パネル

三上正人 ･チャンネル・エレクトロン・マルチプライヤー（CEM） パネル

tel:03-3366-0818 ・四重極質量分析計 パネル

fax:03-3366-3710 ・SIMS/SNMSシステム パネル

30 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

55 専務取締役 ・LED展示パネル

青木　大 ・パネル

tel:0297-23-1121

fax:0297-23-1122

44 真空機器部 真空販売グループ ・オイルフリースクロール真空ポンプ　ISP-90

酒井勇吾 ・オイルフリースクロール真空ポンプ　ISP-250C

tel:045-591-1112 ・オイルフリースクロール真空ポンプ　SDM-320

fax:045-591-1539 ・高真空排気ユニット VTU-080

・パネル

31 営業部 ・直接検出型冷却CCDカメラ

谷治正敏 ・Shamrock193iイメージングスペクトログラフ

tel:03-6372-8968 ･分光用CCD検出器iDusシリーズ

fax:03-6372-8939

36 営業部 ・PIXIRAD　2次元CdTe X線センサー

谷口　順 ・EMF521型6～7桁高精度電位計

tel:0721-64-0111 ・CeBr3シンチレーション検出器

fax:0721-64-0112

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・お茶のコーナーを用意しています。

㈱アールアンドケー

㈱アールデック

㈱アイリン真空

アステック㈱

㈱アド・サイエンス

㈱アトック

アネスト岩田㈱

アンドール・テクノロジーLtd

EMFジャパン㈱

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

第29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 ：2016年1月10日（日）　9:00-17:00　　1月11日（月・祝）　9:00-15:00

　　　　　　　　　　　　　　　場所 ：柏の葉カンファレンスセンター（三井ガーデンホテル柏の葉） 2階

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



出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

22 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

fax:046-270-2439 ・X線フィルター

・X線ミラー

・シュワルツシュルトミラー

・K-Bミラー

・マイクロビーム照射装置

8 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

1 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

37 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

53 代表取締役 ・パネル

西野好夫

tel:03-5667-3051

fax:03-5667-3050

41 代表取締役 ・超高真空高輝度コールドカソードイオン銃

芳賀沼俊介 ･減速型高速中性ビーム銃

tel:029-271-3731 ・LaB6電子銃

fax:029-271-3732 ・ビームプロファイルモニター

12 代表取締役 ・X線レンズ

次田友暁 ・Talbot干渉計向けX線回折格子

microtech@asicon-tokyo.com

26 営業推進部 ・新型空冷ドライ真空ポンプ

依田洋平 ・NeoDry15E

tel:0267-67-9009 ・NeoDry36E（モック）

fax:0267-67-9015 ・NeoDry300E（モック）

・パネル

45 営業部 パネル、カタログ

青島雄一郎 　・多素子Ge検出器（クローバー同軸型、カプセル型、

tel:03-5835-5402 　　セグメント同軸型、セグメントプレイナ、テレスコープ等）

fax:03-5835-5403 　・耐久型Ge検出器

　・ESLX-S＆LTS検出器

　・Si (Li)検出器（荷電粒子検出器）

　・X-PIPS検出器

　・シリコンドリフト検出器（SDD）

応用光研工業㈱

㈱大阪真空機器製作所

㈱オプティマ

㈱オメガトロン

カールスルーエ技術研究所・IMT/
㈱ASICON

樫山工業㈱

キャンベラジャパン㈱

MB Scientific AB

NTTアドバンステクノロジ㈱



出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

28 エンジニアリング事業本部 ・HIP接合サンプル

開発企画部 ・3D積層造形サンプル

長澤 豊 ・カタログ

tel:046-238-2361 ・パネル

fax:046-238-2375

57 システム事業部 ・半導体・シンチレーション検出器

山口明則 ・SDD検出器

tel:03-3755-0045 ・高圧電源ユニット

fax:03-3755-7877 ・NIMモジュール

・多chADC

・特注回路基板

9 営業部営業1課 ・コントローラ

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

3 理化学機器営業部 ・Advacam社：X線/中性子検出器

高橋芳里 ・vivaMOS社：カスタムCMOSセンサ

tel:03-5427-7568 ・Smartmembranes社：マクロポーラスシリコン膜/

fax:03-5427-7572  ナノポーラスアルミナ膜

・Silson社：窒化シリコン薄膜

・Optical Surfaces社：高精度ミラー

・NightN社：可変形ミラー

・Spectrogon社：回折格子/光学干渉フィルター

・ICEoxford社：無冷媒クライオスタット

・Park Systems社：AFM（原子間力顕微鏡）

・Silicon Power社：高電圧・高速半導体スイッチ

・Buckley Systems社：精密電磁石

47 営業部 ・電流導入端子他真空部品

深水光秀 ・パネル

tel:03-3270-5761

fax:03-3270-5610

11 大津彰良 ・フォトカソードタイプ電子銃

tel:047-309-8311 ・高速・高圧パルスジェネレータ

fax:047-309-8310 ・電流/電圧アンプ

・高速･高性能ディレイライン

・パネル

29 日本支店 ・CapaciTorr HVサンプル

桜井英樹 ・NexTorrサンプル

tel:03-5420-0431 ・CapaciTorrサンプル

fax:03-5420-0438 ・焼結型NEG

5 オプティカル営業部 ・X線集光装置

清本めぐみ ・X線ミラー

tel:072-643-2292

fax:072-643-2391

52 営業部 ・ポスター

大岩直子 ・カタログ

tel:03-6404-9133 ・テレビモニター

fax:03-6404-9134

10 業務部 ・X線光学結晶サンプル

小泉有生 ・X線モノクロメーター結晶

tel:0178-34-5011 ・精密加工結晶サンプル

fax:0178-31-2711 ・パネル

コスモ・テック㈱

㈱サイエンスラボラトリーズ

サエス・ゲッターズ・エス・ピー・エー

㈱ジェイテック

シエンタ オミクロン㈱

シャラン インスツルメンツ㈱

コーンズテクノロジー㈱

金属技研㈱

クリアパルス㈱

神津精機㈱



出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

19 電子営業部 第2課 ・Mega Industries

津田伸彦 ・AFT Microwave

tel:03-3270-5928 ・K&L Microwave

fax:03-3245-1695

56 低温機器部 ・クライオスタット パネル

宮本英己 ・液体窒素循環装置 パネル

tel:048-796-8301 ・He再凝縮装置 パネル

fax:048-796-8302 ・カタログ

51 営業部営業推進課 Quantum DETECTORS製品

藤岡倫久 ・高速MCA（XSPRESS3）

tel:03-5542-3105 ・高速2次元フォトンカウンティングシステム（Merlin）

fax:03-5542-3109 ・VFコンバータ（V2F100）

CAENels製品

・デジタル電流計測システム（CT-BOX）

・DCCT

・加速器電磁石用電源

・MTCA 4製品

・ピコアンメータ

38 営業販売本部 ・フィラメント製品

中島慎治 ･高融点金属加工品

tel:042-723-1211 ・放射光用ピンホール

fax:042-752-2094 ・パネル

・カタログ、チラシ

4 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

・8chカウンタユニット

  CT08-01E

・2chVFコンバータ

　N2VF-1H

24 代表取締役 ・RAYONIX 　X線CCD検出器　バナー

近藤信也

tel:04-7168-5311

fax:04-7168-5671

15 代表取締役 SPECS Surface Nano Analysis社パネル

松田敬吾 　・PHOIBOS HV, PHOIBOS 150 NAP

tel:03-5935-1060 　・LEEM/PEEM with VT-STM/NC-AFM

fax:03-5935-1070 　・THEMIS (TOF)

　・EnviroESCA

　・LEED/AES、RHEED、 RHEED-NAP

　・X線源、 UV光源、 モノクロメータ

　・イオン源、 電子源、 電子蒸着源

　・Nanonis BP5、 Nanonis Tramea

Zurich Instruments社パネル

　・50MHz/600MHz最高速ロックインアンプ

Ferrovac社パネル

　・超高真空部品、ウォーブルスティック

Dr.Sjuts Optotechnik社パネル

　・チャンネルトロンマルチプライヤ

6 研究開発部 ・多素子SDD蛍光X線検出器

渡辺房雄 ・電源一体型デジタルスペクトルメータAPU101X

tel:029-350-8011 ・Quickscan対応X線スペクトロスコピー用DSP APN504X

fax:029-352-9013 ・真空対応X線スペクトルメータXS100V

㈱テクノエーピー

(有)テク/
SPECS Surface Nano Analysis社

㈱昌新

㈱鈴木商館

セイコー・イージーアンドジー㈱/
Quantum DETECTORS/CAENels

㈱大和テクノシステムズ

ツジ電子㈱

テガサイエンス㈱



出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

27 営業部 PREVAC社製

吉田秀樹 ・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

20 原子力先端システム設計部 ・加速器パネル

先端システム第3課 ・カタログ

中山光一

tel:045-770-2412

fax:045-770-2413

21 応用技術部 ・クライストロン パネル、カタログ

湯城　磨 ・カプラー パネル

tel:048-631-1020 ・放射光関連 パネル

fax:048-643-2034

58 総務部 ・パネル、パンフレット

金子優一

tel:0465-79-1411

fax:0465-79-1412

32 放射線計測グループ ・冷凍機 パネル
33 山田正規 ・マグネット パネル
34 tel:03-3456-4700 ・ゴニオメーター パネル

fax:03-3456-3423 ・温度コントローラ パネル

・ゴニオメーター

・スリット

・DPP

・SDD検出器

・冷凍機

50 企画本部広報部 ・学術研究用加速器電源 パネル

山下文男 ・医療用加速器電源 パネル

tel:075-231-8461 ・加速器用アルミ電解コンデンサ パネル

fax:075-256-4158

39 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

48 PI事業部 ・ポスター

佐野隆三 ･カタログ

tel:03-5639-2741

fax:03-5639-2775

43 営業部 ・ポスター

藤澤正信

tel:03-6774-3933

fax:03-6774-4340

㈱テクノポート

㈱東芝

東芝電子管デバイス㈱

㈱トヤマ

仁木工芸㈱
Huber Diffraktionstechnik GmbH & Co. KG
Advanced Design Consulting USA, Inc.
SGX Sensortech (MA) Ltd,

ニチコン㈱

日本ナショナルインスツルメンツ㈱

㈱日本ローパー

NEOMAXエンジニアリング㈱



出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

54 営業部 ・Be窓パネル

木下隆司 ・PLD装置パネル

tel:06-6626-1321 ・分析装置パネル

fax:06-6626-1323 ・冷凍機パネル

・真空部品

・カタログ

14 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 ・エキシマランプ光源

tel:053-431-0150 ・パネル

fax:053-433-8031

46 営業部 ・モーションコントローラPower PMAC

橘 純司 ・1軸スライダによる制振制御デモンストレーション装置

tel:03-3665-6421 ･パネル

fax:03-3665-6888

42 電子制御営業部 ・放射光施設制御技術 パネル

広田憲明 ・真空チャンバー パネル

tel:03-6404-0137 ・制御用機器

fax:03-6404-0139

17 営業部 ・新型 縦積型NEGポンプ（V-NEG70/V-NEG203）

舩倉崇史 ・光電子分光装置用　パーマロイドーム　など

tel:042-557-8250

fax:042-557-8251

49 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 APSS-304

tel:054-269-5002 ・マイクロスポットウェルダー MSW-SMSET

fax:054-269-5003

7 制御機器部営業課 ・ステッピングモータドライバ

永井龍一 ・ステッピングモータドライバ用電源

tel:042-664-5384 ・ラックキャビネット

fax:042-666-2031 ・パネル

16 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

25 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

㈱リガク

日立造船㈱

㈱ピーマック・ジャパン

㈱VICインターナショナル

㈱マイクロサポート

㈱メレック

ラドデバイス㈱

浜松ホトニクス㈱

㈱パスカル



出展社名
ブース

No.
連絡担当者 出展品目

23 営業部営業課 ・パネル

星 貴彦 ・パンフレット

tel:042-568-1211

fax:042-568-1210

40 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

㈱理学相原精機

(有)ワイテック


