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OPTICS & PHOTONICS International Exhibition

主催：（一社）レーザー学会

主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会

主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会

主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会
後援：（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）
　　　自然科学研究機構 国立天文台

特設　パワーレーザーフォーラムゾーン
　　　レーザ－照明・ディスプレイ／光無線給電ゾーン
　　　光ファイバーゾーン

レンズ設計・製造展

レーザ－EXPO

赤外・紫外応用技術展 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

ポジショニングEXPO

宇宙・天文光学EXPO
共催：NPO法人 日本フォトニクス協議会／OPTRONICSメディア

産業用カメラ展

事務局

統括主催

〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル
TEL 03-3269-3550　E-mail： event@optronics.co.jp　https://www.optronics.co.jp/

特典

事前登録された方のうち、会場受付先着2,000名様に
「レーザ製品の手引き」および「月刊OPTRONICS 2022年4月号」を進呈！！

▼4月号特集
「光が創造するマテリアルの新価値
　　～先端レーザープロセッシング～」

登録（無料）来場事前登録受付中！
当展は完全事前登録制になります。登録をお済ませの上ご来場下さい。

https://www.opie.jp/

オプトロニクス　OPIE 検 索

OPIE ,22 は、新型コロナウイルス感染防止対策を実施して開催いたします。

マスクの着用

ソーシャル
ディスタンスの
確保

体温の計測

換気の徹底 個人情報の登録
入場者数の
制限

手指の消毒
体調不良者の
入場制限

・マスク着用、手指消毒、検温を行なって下さい。ご協力いただけない場合、
　入場をお断りする場合があります。
・３密回避のため、入場制限をする場合があります。
・来場時の待機列や会場内では適切な社会的距離を維持するようお願いします。
・近距離、大きな声での会話はお控え下さい。
・感染防止対策を行なったエリア以外での飲食はお控え下さい。

【ア】
Archer OpTx, Inc. ＜レンズ＞
（株）アートレイ ＜赤外紫外＞
（株）Rs-JAPAN ＜レンズ＞
（株）アイ・アール・システム ＜赤外紫外＞＜宇宙天文＞
（株）アイ・アール・システム／ sglux GmbH ＜赤外紫外＞
アイウェーヴ（株） ＜レーザー＞
アイステーシス（株） ＜レーザー＞
（株）アイセイ ＜レンズ＞
AkiTech LEO（株） ＜レーザー＞
アクテス京三（株） ＜ポジショニング＞
（株）朝日ラバー ＜レンズ＞
アジレント・テクノロジー（株） ＜赤外紫外＞
（有）アステック開発 ＜レーザー＞
asphericon GmbH ＜レーザー＞
（株）アダコテック ＜産業用カメラ＞
アドコム・メディア（株） ＜レーザー＞
（株）アバールデータ ＜赤外紫外＞
（株）アプトス ＜レーザー＞
天草光学（株） ＜レンズ＞
（公財）天田財団 ＜レーザー＞
アメテック（株） プレシテック・テーラーホブソン・ザイゴ事業部＜レンズ＞
（株）彩世 ＜レーザー＞
アルシスデータ（株） ＜産業用カメラ＞
アルワン電子（株） ＜赤外紫外＞
アンシス・ジャパン（株）（旧 Zemax Japan） ＜レーザー＞
AMPLITUDE JAPAN（同） ＜レーザー＞
（株）イーエクスプレス ＜レーザー＞
イーグローバレッジ（株） ＜レンズ＞
（株）飯山特殊硝子 ＜レンズ＞
（株）五鈴精工硝子 ＜レンズ＞
（公財）板橋区産業振興公社 ＜レンズ＞
伊藤光学工業（株） ＜レンズ＞
イネイブル（株） ＜レンズ＞
（有）WAVE OPTO ＜レンズ＞
ウシオ電機（株） ＜赤外紫外＞
うみつばめ衛星プロジェクト ＜宇宙天文＞
（一社）映像情報メディア学会 ＜レーザー＞
（株）エイム ＜レンズ＞
AEMtec GmbH ＜レーザー＞
ACH2テクノロジーズ（株）／（株）リンクスウェブ ＜産業用カメラ＞
AGC（株）電子カンパニー／日本真空光学（株） ＜レンズ＞
（株）エーディーエステック ＜産業用カメラ＞
Excelitas Technologies Corporation ／ Excelitas PCO GmbH
　 ＜赤外紫外＞
（株）エス・ジー・ケイ ＜レンズ＞
ＳＰＩＥ ＜レーザー＞
エドモンド・オプティクス・ジャパン（株） ＜レーザー＞
NECエンベデッドプロダクツ（株） ＜赤外紫外＞
NTTアドバンステクノロジ（株） ＜レーザー＞
FITリーディンテックス（株） ＜ポジショニング＞
MSHシステムズ（株） ＜レーザー＞
（株）エムビー・スマート ＜レンズ＞
（株）LDF ＜レーザー＞
応用光研工業（株） ＜レンズ＞
（公社）応用物理学会 ＜レーザー＞
OPTICA（旧OSA） ＜レーザー＞
Opto Taiwan（PIDA） ＜レーザー＞
大阪大学レーザー科学研究所 ＜レーザー＞
オーテックス（株） ＜レーザー＞
OPI（株） ＜レーザー＞
（株）岡野エレクトロニクス ＜レーザー＞
（株）オカモトオプティクス ＜レーザー＞
（株）岡本工作機械製作所 ＜レンズ＞
（株）オキサイド ＜レーザー＞
（株）オハラ ＜レンズ＞ ＜宇宙天文＞
（株）オプセル ＜レンズ＞
（株）オプティカルソリューションズ ＜レンズ＞
（株）オプトクエスト ＜レーザー＞
（株）オプトサイエンス ＜レーザー＞
（株）オプトピア ＜レーザー＞
（株）オプトライン ＜レーザー＞
（株）オプトロンサイエンス ＜レーザー＞
オプトワークス（株） ＜レーザー＞

（有）オルサ ＜レンズ＞
【カ】
可視光半導体レーザー応用コンソーシアム ＜レーザー＞
カドミ光学工業（株） ＜レーザー＞
（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 ＜レーザー＞
カナレ電気（株）光デバイス開発部 ＜レーザー＞
河合光学（株） ＜レンズ＞
カンタム・ウシカタ（株） ＜赤外紫外＞
（株）キーストンインターナショナル ＜レーザー＞
QED Technologies International, Inc. ＜レンズ＞
（株）QDレーザ ＜レーザー＞
強光子場科学研究懇談会 ＜レーザー＞
京セラ（株）GaNデバイス事業部 ＜レーザー＞
京セラ SOC（株） ＜レーザー＞
共立精機（株） ＜レンズ＞
京立電機（株） ＜レンズ＞
旭栄研磨加工（株） ＜レンズ＞
（株）清原光学 ＜レンズ＞
（株）金門光波 ＜レーザー＞
Gooch & Housego Japan（株） ＜レーザー＞
（株）クォークテクノロジー ＜赤外紫外＞
（株）グラビトン ＜レーザー＞
（株）クリスタル光学／（株）清原光学 ＜宇宙天文＞
（株）GLORY ＜レーザー＞
クロニクス（株） ＜赤外紫外＞
クロマテクノロジジャパン（同） ＜レーザー＞
（株）ケイエスピー ＜レーザー＞
（株）ケン・オートメーション ＜赤外紫外＞
（株）小泉製作所 ＜レンズ＞
（株）工苑／Nanomotion ＜ポジショニング＞
（株）光学技研 ＜レーザー＞
光学薄膜研究会 ＜レンズ＞
コーンズ テクノロジー（株） ＜赤外紫外＞
国立天文台 ＜宇宙天文＞
（株）コシブ精密 ＜レンズ＞
（株）コジマエンジニアリング ＜レンズ＞
コニカミノルタジャパン（株） ＜赤外紫外＞
【サ】
サークルアンドスクエア（株） ＜レンズ＞
サイバネットシステム（株） ＜レンズ＞
（株）酒井製作所 ＜ポジショニング＞
サニー・ジャパン（株） ＜レンズ＞
SAFRAN REOSC ＜宇宙天文＞
澤木工房（株） ＜レーザー＞
サンインスツルメント（株） ＜レーザー＞
（株）三恵舎 ＜レンズ＞
santec（株） ＜レーザー＞
（有）サンプラス ＜レーザー＞
山陽精工（株） ＜レンズ＞
CIOE - China International Optoelectronic Exposition ＜レーザー＞
CBS Japan ＜レンズ＞
CBCオプテックス（株） ＜レンズ＞
ジーフロイデ（株） ＜レンズ＞
（株）ジェイテックコーポレーション ＜レーザー＞
JST未来社会創造事業「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と
　実証」 ＜レーザー＞
Gentec-EO Japan（株） ＜レーザー＞
シグマ光機（株） ＜レーザー＞
（株）紫光技研 ＜赤外紫外＞
（株）システムズエンジニアリング ＜レンズ＞
シチズン電子（株） ＜レーザー＞
（株）渋谷光学 ＜レンズ＞
（株）島津製作所 ＜レーザー＞
（株）ジャパンセル ＜レンズ＞
ジュラロン工業（株） ＜レンズ＞
（株）城南村田 ＜レンズ＞
シンコー（株） ＜レンズ＞
（株）スキャンソル ＜レーザー＞
（株）スペースフォトン ＜レーザー＞
スペクトロニクス（株） ＜レーザー＞
（株）住田光学ガラス ＜レーザー＞
住友電気工業（株）ハードメタル事業部 ＜レーザー＞
（株）3Dイノベーション ＜レーザー＞
（株）精工技研 ＜レーザー＞

（公社）精密工学会 ＜レーザー＞
（有）セイワ・オプティカル ＜レンズ＞
セブンシックス（株） ＜レーザー＞
ソーラボジャパン（株） ＜レーザー＞
ソフトワークス（株） ＜レーザー＞
【タ】
Diamond SA／（株）X-one Technologies ＜レーザー＞
（株）大興製作所 ＜レーザー＞
（株）大正光学 ＜レンズ＞
太平貿易（株） ＜産業用カメラ＞
TACMIコンソーシアム ＜レーザー＞
竹中システム機器（株） ＜産業用カメラ＞
（株）橘光学 ＜レンズ＞
タックコート（株） ＜レンズ＞
辰野光学（株） ＜レンズ＞
中央精機（株） ＜レンズ＞
（有）鶴丸産業 ＜レンズ＞
（株）ティー・イー・エム ＜レーザー＞
THKプレシジョン（株） ＜レーザー＞
（株）デルタ光器 ＜レーザー＞
（株）deltafiber.jp ＜レーザー＞
デルフトハイテック（株） ＜産業用カメラ＞
（一社）電子情報通信学会 ＜レーザー＞
（株）東海エンジニアリングサービス ＜レンズ＞
東海光学（株） ＜レンズ＞
（株）東京インスツルメンツ ＜レーザー＞
東京工業大学 光無線給電研究室 ＜レーザー＞
（株）東京精機工作所 ＜レンズ＞
東芝テリー（株） ＜産業用カメラ＞
東明技研（株） ＜レンズ＞
東洋エレクトロ（株） ＜赤外紫外＞
（株）東洋ケミカル ＜レンズ＞
（株）トーカイ ＜レンズ＞
トプティカフォトニクス（株） ＜レーザー＞
トライオプティクス・ジャパン（株） ＜レンズ＞
（株）トリマティス ＜レーザー＞
トルンプ（株） ＜レーザー＞
【ナ】
夏目光学（株） ＜レーザー＞
Navitar ＜レンズ＞
（株）日進機械 ＜赤外紫外＞
日東光器（株） ＜レーザー＞
（一社）日本オプトメカトロニクス協会 ＜レーザー＞
（公社）日本技術士会 ＜レーザー＞
日本結晶光学（株） ＜レーザー＞
（一社）日本光学会 ＜レンズ＞
（一社）日本光学硝子工業会 ＜レンズ＞
日本光学測定機工業会 ＜レーザー＞
日本シノプシス（同） ＜レンズ＞
日本精密測定機器工業会 ＜レーザー＞
日本デバイス（株） ＜レーザー＞
日本電気硝子（株） ＜赤外紫外＞
日本特殊光学樹脂（株） ＜レンズ＞
NPO法人 日本フォトニクス協議会 ＜レーザー＞
（公社）日本分光学会  ＜レーザー＞
（株）日本レーザー ＜レーザー＞
（一社）日本ロボット学会 ＜レーザー＞
ネオアーク（株） ＜レーザー＞
（株）ネオトロン ＜レーザー＞
【ハ】
パール光学工業（株） ＜レンズ＞
ハイフィネス・ジャパン（株） ＜レーザー＞
パイフォトニクス（株） ＜レーザー＞
伯東（株） ＜レーザー＞
パナソニックFSエンジニアリング（株） ＜レンズ＞
（株）ハナムラオプティクス ＜レーザー＞
（公財）浜松地域イノベーション推進機構 フォトンバレーセンター ＜レーザー＞
パルステック工業（株） ＜レーザー＞
パワーレーザーDXプラットフォーム ＜レーザー＞
ピーアイ・ジャパン（株） ＜ポジショニング＞
VPIphotonics GmbH ＜レーザー＞
光ガラス（株） ＜レンズ＞
（一財）光産業技術振興協会 ＜レーザー＞
光産業創成大学院大学 ＜レーザー＞

出展社一覧 ＜レーザ－＞… レーザーEXPO 出展社　＜レンズ＞ … レンズ設計・製造展 出展社　 ＜赤外・紫外＞…赤外・紫外応用技術展 出展社　＜産業用カメラ＞ … 産業用カメラ展 出展社　 ＜宇宙天文＞…宇宙・天文光学EXPO 出展社　 ＜ポジショニング＞ … ポジショニングEXPO 出展社

後援：（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／（独法）日本貿易振興機構（ジェトロ）／在日ドイツ商工会議所
インターナショナルパートナー：SPIE ／ PHOTONICS MEDIA
協賛：
（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／光学薄膜研究会／（一社）光融合技術協会／微小光学研究会／
大阪大学レーザー科学研究所／（公社）日本技術士会／（地独）神奈川県立産業技術総合研究所／（株）ケイエスピー
OPTICA（旧OSA）／PIDA　＜予定含む＞

（一社）OPI協議会

開催案内状

レーザー学会産業賞授与式　4月21日（木）11:00～　展示ホール内にて開催

（3月16日時点）

・下記のご登録を推奨いたします。
　厚生労働省の接触確認アプリ（COCOA）
　神奈川県 LINE コロナお知らせシステム
・感染経路特定のため登録いただいた個人情報を関係機関の
　要請により開示することがあります。

光のブックフェア ＜レーザー＞
NPO法人 光ファイバセンシング振興協会 ＜レーザー＞
光貿易（株） ＜レーザー＞ ＜レンズ＞
（一社）光融合技術協会 ＜レーザー＞
微小光学研究会（応物分科会） ＜レンズ＞
（株）ビジョンセンシング ＜赤外紫外＞
ビットラン（株） ＜赤外紫外＞
（株）フィジックステクノロジー ＜レンズ＞
（有）フィット ＜レンズ＞
フィルメトリクス（株） ＜ポジショニング＞
PHOENIX Project ＜レーザー＞
フェニックス・ジャパン（株）（江西鳳凰光学科技有限公司） ＜レンズ＞
（株）フェローテックマテリアルテクノロジーズ ＜レーザー＞
フォセオン テクノロジー ジャパン（株） ＜赤外紫外＞
フォトテクニカ（株） ＜レーザー＞
Photonics Cluster Berlin-Brandenburg ＜レーザー＞
Photonics Media ＜レーザー＞
藤井光学（株） ＜レンズ＞
フジトク（株） ＜レンズ＞
（株）富士フイルムメディアクレスト ＜レンズ＞
プネウム（株） ＜レーザー＞
プライアー・サイエンティフィック（株） ＜ポジショニング＞
Fraunhofer HHI ＜レーザー＞
（株）プラスチック光学 ＜レンズ＞
（株）プラックス ＜産業用カメラ＞
古河電気工業（株） ＜レーザー＞
（株）プロフィテット ＜レーザー＞
（株）分光応用技術研究所 ＜レーザー＞
分光計器（株） ＜赤外紫外＞
（株）ベストメディア ＜レンズ＞
Beneq（株） ＜レンズ＞
Hellma Mterials Japan（株） ＜赤外紫外＞
堀田光学工業（株） ＜レンズ＞
（株）ホッタレンズ ＜レンズ＞
PolyPhotonics Berlin ＜レーザー＞
（株）堀場製作所 ＜レーザー＞
【マ】
マイクロエッヂプロセス（株） ＜レーザー＞
Micro-Epsilon Japan（株） ＜レーザー＞
松浪硝子工業（株） ＜レンズ＞
丸文（株） ＜レーザー＞
（株）三井光機製作所 ＜レンズ＞
（株）目白ゲノッセン ＜レンズ＞
MOEWE Optical Solutions GmbH ＜レーザー＞
【ヤ】
（株）安川電機 ＜レーザー＞
八千代マイクロサイエンス（株） ＜レンズ＞
山村フォトニクス（株） ＜赤外紫外＞
山本光学（株） ＜レーザー＞
（株）ユーカリ光学研究所 ＜レンズ＞
（株）ユーテクノロジー ＜レンズ＞
ユニオン光学（株） ＜レンズ＞
（株）ユニタック ＜レーザー＞
ユニチカ（株） ＜レンズ＞
ユニバース光学工業（株） ＜レンズ＞
横河計測（株） ＜レーザー＞
【ラ】
（同）LightBridge ＜レーザー＞
リーダー電子（株） ＜産業用カメラ＞
（株）菱光社 ＜レンズ＞
（株）ルクスレイ ＜レーザー＞
（株）ルケオ ＜レンズ＞
（株）ルミネックス ＜レーザー＞
ルミバード・ジャパン（株） ＜レーザー＞
レイチャーシステムズ（株） ＜レーザー＞
（一社）レーザー学会 ＜レーザー＞
（公財）レーザー技術総合研究所 ＜レーザー＞
レーザー輸入振興協会 ＜レーザー＞
レーザーライン（株） ＜レーザー＞
レボックス（株） ＜赤外紫外＞

月刊誌PDF版はご来場者全員に配布
※後日ダウンロードアドレスをお送りします。


