※ 本展示会の取材は、事前の取材申込が必須となります。
【取材のご案内】
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報道関係者各位

リード エグジビション ジャパン株式会社

光ファイバ通信・レーザー加工等の光・レーザー技術が一堂に！
フォトニクス

「Photonix 2015

- 第15回 光・レーザー技術展 -」を開催

4 月 8 日（水）～4 月 10 日（金） 東京ビッグサイト
リード エグジビション ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 石積 忠夫）は、2015 年 4
月 8 日（水）～4 月 10 日（金）の 3 日間、「Photonix 2015 第 15 回 光・レーザー技術展」を開催いたします。
本展は、光・レーザー関連技術の総合展として下記 4 展から構成され、国内外の有力企業 310 社が出展。
●「第 15 回 光通信技術展（FOE）」

…光通信システム、伝送装置、ネットワーク機器、光配線・施工機材など

●「第 8 回 レーザー加工技術展」

…レーザー切断機、レーザー溶接機、レーザーマーカー、レーザー発振器 など

●「第 8 回 オプティクス EXPO」

…レンズ、ミラー／プリズム、光学材料、表面処理技術など

●「第 2 回 光計測・分析機器展」

…分光器、光度計、干渉計、顕微鏡・カメラなど

次世代高速通信、エレクトロニクス、半導体、自動車、エネルギー、医療などさまざまな分野でのイノベーショ
ンの一翼を担う光・レーザー技術。 最先端の加工装置や光学部品・材料、光技術を用いた計測・分析に関す
る技術や装置などをその場でご取材いただけます。

■第 15 回 光通信技術展（FOE） 注目製品
【世界初】
100/400G 高速ネットワーク
測定ソリューション

【新製品】
1U で 24 ポートを搭載！ L2 光スイッチ

日本テレガートナー（株)

丸文（株)
【新製品】
最大４０ｋｍ伝送！複合光通信機器

（株)七星科学研究所

【新製品】
デジタルコヒーレント方式対応
DCO トランシーバ

（株)富士通オプティカルコンポーネンツ

【新製品】
シグナルクオリティアナライザ

アンリツ（株）
【新製品】
InP ベース、小型、広バンド幅、低
駆動電圧の光変調器

アイウェーヴ（株）

※出展社名、製品等は当日変更となる可能性がございます。
ご紹介する製品は一部抜粋で、展示会の「出展社・製品 検索」および各社 HP より引用しております。予めご了承ください。

■第 8 回 レーザー加工技術展 注目製品
【世界初】
柔軟性と稼働時間を保証
モードロックパルスファイバレーザー

【世界初】
ナノ秒超高出力パルス YAG レーザ

(株)日本レーザー

(株)オプトピア

【新製品】
ファイバーレーザー搭載型手動溶接機

【新製品】
高出力 超広帯域レーザ光源

ロフィン・バーゼルジャパン(株)

セブンシックス(株)

【世界初】
新レーザテクノロジー「ExC(エグザック)」
による板金切断発振器

(株)アマダ
【新製品】
ピークパワーを従来比 40%アップ
パルスレーザ溶接機

オムロンレーザーフロント(株)

■第 8 回 オプティクス EXPO 注目製品
【新製品】
温度変化による寸法変動、
位置変動を最小化！熱膨張ゼロガラス

日本電気硝子（株)

【実機デモ】
部品検査に最適！
ハイパーセントリックレンズ

エドモンド・オプティクス・ジャパン（株）

【実機デモ】

レーザーウィンドウ等での使用が
可能な光学グレード

エレメントシックス（株）

■第 2 回 光計測・分析機器展 注目製品
【新製品】
手のひらサイズで電源一体型！
LD 励起 Q スイッチ固体レーザー

（株)東京インスツルメンツ

【新製品】【実機デモ】
分光器不要！
ハイパースペクトルカメラ

（株)アルゴ

絶対反射率や透過率をあらゆる
角度で測定！
多角度可変自動測定分光光度計

アジレント・テクノロジー（株)

※出展社名、製品等は当日変更となる可能性がございます。
ご紹介する製品は一部抜粋で、展示会の「出展社・製品 検索」および各社 HP より引用しております。予めご了承ください。

■注目の基調講演を併催！（敬称略）
■光通信技術展 基調講演（4 月 9 日（木）10 時 00 分～12 時 00 分）
【日欧の主要キャリア・ベンダーが語るネットワーク戦略】
光通信の変革とオープンコ
ラボレーションによる新た
な ICT ビジネスイノベー
ション
日本電信電話(株)
代表取締役副社長
研究企画部門長
篠原 弘道

ICT インフラ展開における
エリクソンのビジネス戦略
Ericsson AB
Business Unit Cloud & IP,
Director Systems and
Technology,
Hans Mickelsson

■レーザー加工技術展 基調講演（4 月 9 日（木）13 時 00 分～15 時 00 分）
【
「ものづくり」を変革するレーザー加工の現状と将来展望】
Digital Photonic Production
によるものづくり新時代

革新的ものづくりに向けたリモート
レーザ溶接ロボットシステム

Fraunhofer
Institute for Laser
Technology
Director,
Reinhart Poprawe

パナソニック溶接システム(株)
取締役 CTO
向井 康士

＜開催概要＞
Photonix 2015 -第 15 回 光・レーザー技術展日 時：2015 年 4 月 8 日(水)～4 月 10 日（金）10：00～18：00
会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明）東1-6ホール
出展社数 ：310社 ※4展合計/予定
同時開催展：第 25 回 ファインテック ジャパン
高機能素材ワールド 2015
来場予定者数 ： 70,000名 ※同時開催展含む／予定
主 催：リード エグジビション ジャパン株式会社
前回（2014 年）会場風景

＜展示会情報＞
・出展社・製品 検索（随時更新中）
http://www.photonix-expo.jp/directory/
・出展社 一覧（随時更新中）
http://www.photonix-expo.jp/exhibitor/
・会場案内図
http://www.photonix-expo.jp/doc/floorplan/ （PDF でダウンロード可能）
・スマホ専用アプリ（Android/iOS 対応）
http://www.photonix-expo.jp/app/ よりダウンロード可能
―取材に関するお問い合わせ先―
Photonix 2015 広報事務局（共同 PR 内） 担当：高田・樋口・峰松
TEL03-3571-5236 FAX03-3574-9364 E-mail: ftj_pr@kyodo-pr.co.jp
当日の連絡先：090-1605-1085（樋口）

※本展の取材は事前登録が必要です。事前にお申込みいただけない場合、取材をお断りさせていただく可能性がございます。
※お申し込み後、「取材確認書」を送付いたしますので、当日必ずお持ちください。
※以下、必要事項をご記入の上、事務局まで FAX にてご返送ください。

■取材申込用 FAX用紙■
Photonix 2015 広報事務局

高田、樋口、峰松宛
光ファイバ通信・レーザー加工等の光・レーザー技術が一堂に！
「Photonix 2015 - 第 15 回 光・レーザー技術展 -」を開催
4 月 8 日（水）～4 月 10 日（金） 東京ビッグサイト東 1-6 ホール

FAX ：03-3574-9364
ご取材いただきます場合には、4 月 7 日（火）迄に FAX にてお申し込みください。
また、WEB からの申し込みも承っております。http://www.photonix-expo.jp/shuzai/よりお申込みください。
※同リリースは事務局からも提供を行うため、重複する事がございますがご了承下さい。

◆アクセス
会

場：東京ビッグサイト東1-6ホール

住

所：〒135-0063

日

時：2015年4月8日(水)～4月10日（金）

東京都江東区有明3-11-1

10：00～18：00
◆りんかい線
「 国際展示場 」駅下車 徒歩約 7 分
◆ゆりかもめ
「 国際展示場正門 」 駅下車 徒歩約 3 分

●貴社名/媒体名
●部署名
●ご芳名

（他

●ご取材予定日
●撮影

有（□スチール □ムービー）

●ご連絡先

(ＴＥＬ)

無

（e-mail）

●備考
ご要望・ご希望のある方はご一報くださいますようお願い申し上げます。
今後このような FAX が不要の方は、次の□にチェックをし、そのまま FAX 03-3571-5236 宛にご返信ください。
□今回送られた展⽰会に関する FAX を停止してください。
□今後 E-mail での配信にしてください。（E-mail ：
）

名）

