
2006年7月15日現在

　　　　　　　　　　　　　・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 連絡担当者 出展品目

所長 ・パネル

蛭牟田修 ・模型（床置予定）

tel:029-827-3511　fax:029-287-3517 ・サンプル1

・サンプル2

・デモ装置1

・デモ装置2

・デモ装置3

・ノートパソコン

真空機器部真空販売Gr ・スクロール真空ポンプ

三木　聡 　ISP-250B-SV

tel:045-591-1112　fax:045-591-1539 ・高真空排気セット

　VTC-150

営業部　佐野営業所 ・展示パネル

小和田繁夫　 ・マイクロ波電源

tel:0283-25-1576　fax:0283-25-2731 ・高周波電源

・スイッチング電源

高エネルギーシステム営業部 ・パネル4枚

中西美紀 ・加速管モデル1本

tel:045-759-2061　fax:045-759-2053

営業部 ・荷電粒子軌道解析ソフト「PARTICLE　STUDIO」

土井厚子 ・マルチドメイン電磁界解析ソフト「MW　STUDIO」

tel:044-980-2525　fax:044-980-1515 ・超小型X線源

・小型加速器

・RF電子銃

・高圧パルス電源とトランス

・ケーブルとブッシング

・カソード・イオン源

営業本部 ・HOMダンパー
飯田伸一 ・その他　HIP接合品
tel:03-5365-3050　fax:03-5365-3055
事業支援部　営業課 ・高精度定電圧/定電流　直流スイッチング電源
横山智久 ・SPシリーズ
tel:022-382-3155　fax:022-382-3124
第二営業本部デバイス営業部 ・e2vテクノロジーンズ社製サイラトロン
川村宏司 （型番：CX1528）
tel:03-5774-9978　fax:03-5774-9980

営業部 ・真空用フィードスルー及び絶縁部品

関口拓

tel:03-3270-5761　fax:03-3270-5610
営業部営業課 ・ダブルバランスド・ミキサー
長橋宏明 ・分配、合成器
tel:0545-53-8965　fax:0545-53-8978 ・広帯域90°ハイブリッド

・インピーダンス交換器
・ポストアンプ（モジュールタイプ）

営業部 ・CapaciTorr　D2000 MK5
森　環 ・非蒸発ゲッター（NEG）
tel:03-5420-0542　fax:03-5420-0438 ・ポンプ、ポスターパネル

・アルカリ・メタル・ディスペンサー　資料

第３回日本加速器学会年会・第３１回リニアック技術研究会

企業展示会出展予定社一覧

展示日時 ：2006年8月2日～4日　場所 ： 仙台市民会館地下1階展示室

　　　　　　　　　　　　　・学会関係者以外の方も、どうぞいらして下さい。
　　　　　　　　　　　　　・お茶のコーナーを用意しています。

飛島・鉄建・りんかい日産特定建設
工事共同企業体　高エネ研作業所

アネスト岩田（株）

IDX㈱

石川島播磨重工業（株）

（株）エーイーティー

金属技研㈱

工藤電機㈱

コーンズドッドウェル（株）

コスモ・テック（株）

（株）サムウエイ

サエス・ゲッターズ・ジャパン㈱



出展社名 連絡担当者 出展品目

第一土木営業本部営業部 ・パネル数枚
佐々木清貴 ・パンフレット
tel:03-5441-0637　fax:03-5441-0506
業務部 ・パネル

熊倉美徳 ・コンセントレート

tel:03-3403-8511　fax:03-3479-1557 ・ガンマキュア

　　他

技術部 ・パネル

牛建善博 ・パンフレット

tel:0791-58-1839　fax:0791-58-1830

量子機器事業部　営業課 パネル

松原　雄二

tel:03-5488-8322　fax:03-5488-8321

営業本部 ・大電流コネクタ　各種

後藤健二 ・テスト・計測用リード　及びプローブ類各種

tel:045-474-9523　fax:045-471-3239 ・ロータリーコネクタ　各種

・冷却水用カップリング　各種

・ロータリーコネクタ用ディスプレイ

品質技術部　技術グループ ・パネル

瀧本雅樹

tel:03-6226-9073　fax:03-6226-9169

（株）タツオカ 加藤茂雄 ・安定同位元素

tel:043-258-3741　fax:043-258-3760 ・超小型ヘリウムガン

 開発設計部 ・パルスモータコントローラ

梶原純一    PM16C-04X

 tel：029-832-3031　fax：029-832-2662 　SPM8C

　NPM2C

・パソコン（企業紹介）

技術部 ・コイル断面サンプル

八幡一久 ・その他サンプル

tel:022-246-1329　fax;022-246-1759 ・カタログ等

インレビアムマーケティング部
デザインサービス課

・フィードバック信号処理装置

菅原文彦

te:045-474-7118　fax:045-474-5617

原子力開発設計部 ・ポスター

中山光一 ・DVD

tel:045-770-2413　fax:045-770-2317

営業部営業担当課

斉藤

tel:03-3457-4870　fax:03-3457-4871

 総務部 ・ポスター

 高橋　園子　 ・カタログ　他

 tel：046-253-1411　fax：046-253-1412

真空エンジニアリング部 ・パネル

佐藤佳男 ・真空ろう付品

tel:06-6488-7703　fax:06-6488-9634 　　　　　　Be窓

　　　　　　導入端子

　　　　　　クライオシリンダー

　　　　　　その他

清水建設（株）

ジャパン・ザイペックス㈱

スプリングエイトサービス㈱

住友重機械工業（株）

（株）ソルトン

太平洋セメント㈱

 ツジ電子㈱

（株）トーキンマシナリー

東京エレクトロンデバイス（株）

　本装置は蓄積リング内の電子の軌道ずれを検出し、偏
向電磁石により電子の軌道を一定に保つ為の制御装置
です。
基準周波数のアナログ信号を装置に入力すると、信号を
A/D変換し、FPGAにてFPRフィルターと信号の並び替え
及び合成の処理を行い、D/A変換したアナログ信号を出
力します。

（株）東芝

東芝電子管デバイス（株）

 ㈱トヤマ

ナイス（株）



出展社名 連絡担当者 出展品目

電子機器・システム事業部　大阪営業部・マルチコントロールユニット　型式MCU-PCI-SH4

岡田雅弘 型式MCU-PC104Plus-SH4

tel:06-6468-9705　fax:06-6468-9706 ・リアルタイムネットワーク　VMEbusボードHIMV-192

・パターンデータ出力　VMEbusボードHIMV-332

・パターンデータ入力　VMEbusボードHIMV-333

・ウェーブエンドレスレコーダ200　型式ND-SKIP03

営業部 ・大電力高真空用導波管素子

浅野喜昭 ・高周波制御機器

tel:045-939-6961　fax:045-932-1900 ・パネル展示

営業本部　営業管理グループ ・タングステンシート

塚本茂生 ・タングステンマット

tel:092-415-5506　fax:092-415-5513 ・ヘビーアロイ

・金メッキタングステンワイヤー

・電子源用タングステン電極

・純タングステン大物加工品（パネル展示のみ）

仙台オフィス ・デジタル・フォスファ・オシロスコープ

野内佳代子 ・リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

tel:022-792-2011　fax:022-792-2010 ・任意波形　ゼネレータ

技術統括本部 ・ポスター

三島研二 ・測量機

tel:03-6412-2500　fax:03-3715-6600 ・PC、モニター　（説明用）

真空機器本部 ・イオンポンプ

竹石和明 ・スクロールポンプ

tel:03-5232-1253　fax:03-5232-1263 ・ターボポンプ

公共営業本部　公共第一部 ・ポスター（5枚）

辻岡由希子 ①日立の加速器アクティビティー

tel:03-4564-5712　fax:03-4564-3845 ②粒子線治療装置

③シンクロトロン高周波加速システム

④PET

セラミックセンタ　営業課 セラミック気密端子

百々塚金一 ・各種真空コネクタ

tel:0294-55-7425　fax:0294-55-9648 ・各種電流導入端子

・各種絶縁応用品

三菱重工業（株） 風力一般機械部　一般機械グループ ・DTL部品カットモデル

松岡雅則　雑喉章 ・cバンド加速管部品

tel:03-6716-3777　fax:03-6716-5798

（株）ムサシノエンジニアリング 営業技術部　営業課 ・AL製ICFフランジ

小島裕之 ・Cu製ICFフランジ

tel:048-756-8792　fax:048-756-8793 ・真空用ボルト

・MIケ－ブル

・パネル展示

平沢正吉 ・蓄積電源モニタ　DCCT

tel:03-3918-5326　fax:03-3918-5712 ・ビームチャージモニタ　BCM

・ファーストカレントトランス　FCT

・ビームロスモニタ　BLM

・ビームポジションモニタ　BPM

・ロスモニタ電流トランス　TCT

・パルス電流トランス　CT

・対放射線線ケーブル　HS

・高電圧パルスシェネレータ　FID

ニチゾウ電子制御（株）

日本高周波㈱

（株）日立製作所

日立原町電子工業㈱

林栄精器（株）

日本タングステン（株）

日本テクトロニクス㈱

（株）パスコ

バリアンテクノロジーズ・ジャパンリ
ミテッド
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