第30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
展⽰示⽇日時  ：2017年1⽉月8⽇日（⽇日） 　9:00-‑17:30 　 　1⽉月9⽇日（⽉月・祝） 　9:00-‑15:30
場所  ：神⼾戸芸術センター 　2階・3階・５階
・ご参加になる⽅方は、必ず展⽰示会に⾜足を運んで下さい。
・学会関係者以外の⽅方も、どうぞいらして下さい。
出展社名

ブースNo.

出展品目

（株）アールアンドケー

39

・高周波電力増幅器（パネル）
・総合カタログ
高周波コンポーネント
高周波電力増幅器

（株）アールデック

61

・i-GONIO
・超高真空エバポレータ
・RHEED

（株）アイリン真空

34

・オイルフリー真空ポンプ各種
・その他真空機器

（株）旭製作所/ライカマイクロシステムズ（株）

37

・デジタルマイクロスコープ
ライカ DVM6
・1軸レンズシステム
ライカ Z16
・実体顕微鏡
ライカM250C
・パネル

アステック（株）

22

各種パネル展示
・ディレイラインディテクタ(DLD)
・チャンネル・エレクトロン・マルチプライヤ(CEM)
・逆光電子分光システム(IPES)
・UHVコンポーネント

（株）アド・サイエンス

76

・パネル
（Perkin Elmer,Teledyne Rad-icon Imaging,ANDOR）
・実機展示
Perkin Elmer
ANDOR

（株）アドバネット

11

・インテリジェントEtherCATマスターボードデモンストレーション
・Intel Xeon プロセッサDファイミリー COM Express
CPUモジュール Abcd8041
・QorIQ T4080 VME/VXS CPUボード Advme7525
・マルチサービスゲートウェイ ReliaGATE
・パネル

アネスト岩田（株）

54

・SDM-320
・ISP-50
・VTV-080-LH

EMFジャパン（株）

33

・PIXIRAD製2次元CdTe Ｘ線検出器
・AMPTEK製シリコンドリフト検出器

イノベーションサイエンス（株）

41

パネルカタログ
HIDEN ANALYTICAL社
・高速スキャン四重極質量分析計
・H2,D2分離質量分析計
・二次イオン質量分析計
・TPD・TDS装置 モデルTPD Workstation
・セシウムイオンソース モデルIG-5C

茨城県中性子ビームライン

53

J-PARC／MLFに茨城県が設置した２台の中性子構造解析装置
・iMATERIA（茨城県材料構造解析装置）
・iBIX（茨城県生命物質構造解析装置）

（株）イマジスタ

60

・硬Ｘ線用ファイバー入力ＣＣＤ，ＣＭＯＳカメラ
・カスタム仕様 Ｘ線ＣＣＤカメラ
・大型ファイバーテーパー、大型ＦＯＰ

ImPACT（革新的研究開発推進プログラム）伊藤プログラム

62

・パネル
・パンフレット
・プログラム紹介本

ImPACT（革新的研究開発推進プログラム）佐野プログラム

63

・展示パネル
・パンフレット

エドワーズ（株）

57

・スクロールポンプ
・排気ユニット
・ターボ分子ポンプ

NECトーキン（株）

36

・偏向電磁石
・多極電磁石
・セプタム電磁石

NTTアドバンステクノロジ（株）

27

・マイクロビーム照射装置
・メンブレンチップ
・X線光学部品/FZP,チャート,CBS.X線ミラー,X線フィルター,K-Bミラー

MB Scientific AB

2

・MBS ARPESシステム A1SYS ポスター、カタログ
・MBS A1 Analyser ポスター、カタログ
・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
・パネル

応用光研工業（株）

28

・ハンドフットクロズモニタ
・イオンチェンバ用プリアンプ(S-2340A)
・イオンチェンバ用コントローラー(S-2341A)
・イオンチェンバ(S-1194B1)
・イオンチェンバ(S-1196B1)
・パネル

（株）大阪真空機器製作所

52

・パネル
・ドライ真空ポンプ
・ターボ分子ポンプ

オックスフォード・インストゥルメンツ（株）

74

・低温クライオスタット
・超電導マグネット
・希釈冷凍機
・He3冷凍機システム、他

（株）オプトサイエンス

56

・600 MHz ロックインアンプ
・ラップトップPC
・パネル

カールスルーエ技術研究所(KIT)･IMT / (株)ASICON

64

・X線レンズ/
マイクロフォーカスのX線集光や平行化が可能な屈折レンズ
・X線回折格子(Talbot-Lau干渉計用)/
高アスペクト比の透過型X線回折格子
・X線ピンホール(貫通孔構造)/
LIGA技術を応用した，金構造に高アスペクト比の貫通孔構造体
・パネル

金属技研（株）

72

・パネル
・異種金属接合サンプル
・金属積層造形サンプル

神津精機（株）

16

・高精度位置決めステージ
・低真空4象限スリット

コーンズ テクノロジー（株）

75

・フォトンカウンティング型 Ｘ線・中性子線検出器（MiniPIX, ModuPIX, WidePIX,
・サイラトロン
・窒化シリコン薄膜
・ナノポーラスアルミナ膜、マクロポーラスシリコン膜
・X線フレネルゾーンプレート
・カレントモニター、カレントトランスフォーマー
・無冷媒クライオスタット、超伝導磁石
・パルスジェネレータ、ロックインアンプ
・ディジタルパルス遅延信号発生器
・光学シミュレーションソフトウェア
・軸外し放物面鏡、高精度非球面鏡
・補償光学システム
・X線CMOS
・CCDセンサ

ゴフェル（株）/（株）ゴフェルテック

46

・スーパーキャパシタUPS
・VMEバスi.MX7搭載CPUボード
・XEON174;搭載CPUボード

サエスゲッターズ・エス・ピー・エー

49

・超高真空用NEGポンプ CapaciTorrシリーズ
・イオンポンプ一体型NEGポンプ NEXTORRシリーズ
・高真空対応新型ポンプ CapaciTorr HVポンプシリーズ

（株）ジーン・コヒーレント

21

・電子計測器(オシロスコープ、マルチメータ、信号発生器、カウンタ、電源 他)
・PXI（デジタイザ、波形発生器、DAQ 他）
・同軸ケーブル(LEMO、BNC、SMA 他)
・機械加工製品(ジグ、加工製品 他)
・電磁石

（株）ジェイテックコーポレーション

7

・X線集光装置
・X線ミラー

シエンタ オミクロン（株）

25

・ポスター
・カタログ

シグマ光機（株）

48

・パネル
・ステージ・ホルダー
・電動ステージ
・真空対応製品
・パンフレット・カタログ

シャラン インスツルメンツ（株）

35

・商品パネル
・モノクロメータサンプル結晶
・X線結晶干渉計
・光学用結晶サンプル

真空光学（株）

5

・試料搬送導入装置
・パネル

新明和工業（株）

73

・フレームレスモータ
・ノンスイッチング・ドライバ
・エアスピンドル

（株）鈴木商館

77

・取扱商品一覧
・ヘリウム再凝縮装置
・循環冷却装置

スプリングエイトサービス（株）

47

・ポスター
・パンフレット

住友ゴム工業（株）

4

・ポスター
・タイヤ展示

セイコー・イージーアンドジー（株）
/CAENels/QuantumDetector

15

・Quantum DETECTORS製品
高速MCA（XSPRESS3）
高速2次元フォトンカウンティングシステム（Merlin）
・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

（株）大和テクノシステムズ

70

・フィラメント製品例
・高融点金属加工品例
・放射光用ピンホール例
・パネル
・カタログ、チラシ

タレスジャパン（株）

51

・Thales SESO社 ポスター
X線集光用ミラー
・ThalesCryogenics社
小型冷凍機サンプル

（株）中央電機計器製作所

58

MADOCAⅡ LabVIEW制御ライブラリ
（PCにインストールされたプログラム）
・ノートPC
・PC液晶用ディスプレイ
・パネル
・CompactRIOプラットフォーム

中央電子（株）

12

・Ether CAT関連機器
・その他 台置き品
・パネル

ツジ電子（株）

29

・16chステッピングモータコントローラ
・8chステッピングモータコントローラ
・8chカウンタユニット
・2chVFコンバータ

テガサイエンス（株）

65

RAYONIX社
・X線回析用CCD検出器
OXFORD CRYOSYSTEMS社
・低温吹付装置

（株）テクノエーピー

20

・デジタルスペクトロメータ
・ガンマ線スペクトロスコピ用DSP
・マルチチャネルアナライザ
・4素子SDD

（株）テクノポート

6

UHV Design社
・トランスファーロッド、回転導入機、Zステージ、ウォーブルスティック
PREVAC社
・チャンバー照射用LEDライト、X線源、UV光源、イオン銃、電子銃、
成膜コントローラ

（株）東京インスツルメンツ/（株）ユニソク

3

SPECS社
・環境制御X線光電子分光装置 EnviroESCA
・光電子分光関連製品
ANDOR社
・X線用冷却CCD検出器
・ファイバーカップリングsCMOSカメラ
PCO社
・小型・高感度 CCDカメラ pixelfly
KP Technology社
・環境制御型・高感度表面電位マッピング装置
SRS社
・DG654型デジタル遅延パルス発生器
・ガス分析計 RGAシリーズ

（株）東芝

31

・加速器パネル
・DVD(加速器)

東芝電子管デバイス（株）

32

・クライストロン パネル、カタログ
・カプラー パネル、カタログ
・関連製品 カタログ
・パネル

（株）トヤマ

13

・パネル

仁木工芸（株）/Huber Diffraktionstechnik GmbH & Co. KG
仁木工芸（株）/Advanced Design Consulting USA, Inc.
仁木工芸（株）/RaySpec Ltd.

78/79/80 ・温度コントローラ
・ゴニオメーター
・ゴニオメーターヘッド
・SDD検出器
・DPP
・機器製品パネル
・バナースタンド

ニチコン（株）

43/44

・医療用加速器電源 パネル
・学術研究用加速器電源 パネル
・産業用加速器電源 パネル
・加速器用水平シフトバンプ電磁石電源 パネル
・強磁場発生装置用大型コンデンサバンクシステム パネル
・大形アルミ電解コンデンサ パネル
・SiC電力変換モジュール パネル
・電力関連製品 パネル
・公共・産業用蓄電システム パネル

日本オートマティック・コントロール（株）

10

・超高真空用クライオスタット
・超伝導マグネット
・温度コントローラー
・パネル

日本ナショナルインスツルメンツ（株）

59

・モジュール式計測制御プラットフォームPXI
（FPGAベースの高速データ収集&オンライン解析）
・ 分散ネットワーク同期 制御/計測システム
CompactRIO（Linux-RTベース）
・パネル

NEOMAXエンジニアリング（株）

40

・ポスター

ハイフィネス・ジャパン（株）

66

・超高真空・非磁性対応・小型・ロングトラベル・ピエゾステージ
・MMC-100 ピエゾコントローラー

伯東（株）

55

ファイファーバキューム社
・高圧縮比型ターボ分子ポンプ HiPaceシリーズ
・耐放射線型真空計 TPG300シリーズ
・ヘリウムリークディテクタ ASMシリーズ
・多段ルーツ型ドライポンプ ACPシリーズ 他

（株）パスカル

71

・Be窓関連商品
・分析関係商品
・真空関連商品

浜松ホトニクス（株）

17

・放射光用カメラシリーズ
・エキシマランプ光源
・パネル

光貿易（株）

68

・高感度低ノイズ冷却CCDカメラ
・真空フィードスルー/ビーム位置安定器

日立造船（株）

8

・加速器制御システム
・真空制御システム
・電解複合研磨等のパネル展示
・各種制御ユニット製品の紹介

（株）日立ハイテクサイエンス
Hitachi High-Technologies Science America,Inc.

50

・シリコンドリフトSDD検出器「Vortex®」
・蛍光X線分析装置（パネル）
・熱分析装置（パネル）
・ICPプラズマ発光分光分析装置（パネル）

（株）フィジックステクノロジー

42

・ピエゾステージ
・レーザー干渉計

（株）VICインターナショナル

30

・縦積型NEGポンプ
V-NGEシリーズ
・パネル

（株）フジキン

45

・サンプルケース
V-Lok
V-Valve
マ・スクコントローラー
IGS 等
・パネル

ブルカー・オプティクス（株）

23

・コンパクトFT-IR「ALPHA」
・パネル

（株）ヘルヴェチア

26

産業用パソコン
・Nuvo-5000E/Pシリーズ
第6世代Intel Core i7/i5/i3(Skylake)
・Nuvo-2500E/Pシリーズ
Intel Celeron Bay trail J1900
・POC-120MZ
Intel Atom E3826
・Nuvo-5100VTCシリーズ
第6世代Intel Core i7/i5/i3(Skylake)
・Nuvo-2510VTCシリーズ
Intel Atom E3845
・PCle-USB380/340

ペンギンシステム（株）

24

タペストリー・ポスター
・量子ビーム検出器が取得したデータの解析・可視化を行う
ソフトウェアの開発
・中性子ビーム回折パターン解析モニターの開発
・国際・国内会議のレジストレーションシステムの構築

（株）マイクロサポート

14

・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
・アクシスプロAPSS-304
・マイクロサンプリング用マイクロマニピュレーター
クイックプロ MS16-QPSETSS-304

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ（株）

81

・パネル
セグメントプレイナGe検出器
ESLX-S & LTS検出器
Geアレイ検出器

（株）メレック

9

・ステッピングモータドライバ2軸ユニット
・ステッピングモータドライバ用電源
・ドライバ専用棚板
・ラックキャビネット
・パネル

ユニオン光学（株）

18

・パネル
・ズーム顕微鏡
・長作動ズーム顕微鏡

ラドデバイス（株）

1

OPTO DIODE社
・XUV-UV用フォトダイオード
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
Proxi Vision社
・高感度・高速ゲートディテクター
・パネル

（株）リガク

19

・X線回折装置 パネル、カタログ
・高速1次元・2次元X線検出器 パネル、カタログ

（株）理学相原精機

67

・パネル
・パンフレット
・実験定盤
・サンプルチェンジャ
・CXDI実験機
・アッテネータ

（株）ルクスレイ

38

・X線用フレネルゾーンプレート
・窒化シリコン薄膜

(有)ワイテック

69

・カプトン絶縁被覆電線、ケーブル
・電流導入端子、真空用コネクター
・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配管部品
・単結晶サファイヤ、セラミック部品
・シンチレーター単結晶、検出器
ポスター

