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技術パラダイム変革の時代に当っての………

●ファインセラミックス(複合材料含む)

ソイルセラミックス(ケイ酸カルシウム水和物，粘土，珪砂)

………………………………………………………INAX 

HighSpec CSシリーズ(超高純度炭酸カルシウム)，
開発品 CZ(超微粒子ジルコニウム酸カルシウム)

…………………………………………宇部マテリアルズ 

アルミナ系フィラー セラシュール

〔ベーマイト(アルミナ水和物)〕…………………河合石灰工業 

アルミゾル10A(Alumina Sol) ……川研ファインケミカル 

クレカ KS/KH(特殊炭素材料) …………………………クレハ 

ゴッドボール(多孔質球状シリカ) ……………鈴木油脂工業 

FINE CERAMICS
(アルミナ，ジルコニア，窒化ケイ素，2ホウ化チタン) ………TYK 

トレセラムビーズ
(高強度ジルコニア) ………………東 レ 

トレビーズZS(ジルコニアシリカビーズ) …………… 〃 

高品質ジルコニア(YSZ)
(ジルコニア粉末，ジルコニア粉砕ボール，ジルコニア微小ビーズ，

カラージルコニア) ……………………………………東ソー 

CERASIC(常圧焼結 SiC) …………………東芝セラミックス 

高純度窒化アルミニウム粉末/顆粒(窒化アルミニウム)

……………………………………………………トクヤマ 

窒化アルミニウム焼結体シェイパル(窒化アルミニウム)

…………………………………………………… 〃 

Euドープ酸化イットリウムナノ粒子薄膜パターン
(表面改質機能材料) ……名古屋大学，産業技術総合研究所 

Al含有マトリックス中に固定化した ZnOナノ粒子
(蛍光ナノ粒子)………… 〃 

NGKセラミックフィルター
〔セラミックフィルター，セラミック膜フィルター(セフィルト)〕

…………………………………………………日本ガイシ 

NTK低熱膨張材料(コージェライト系セラミックス)

………………………………………………日本特殊陶業 

SiC単結晶ウェハ(炭化ケイ素単結晶) …………ブリヂストン 

二酸化チタン膜(表面改質機能材料) ……………武蔵工業大学 

●機能性高分子材料

結晶セルロース

｢アビセル」「セオラス」「セルフィア｣…………………旭化成 

ナノテクレジン KA100
(高耐熱/高絶縁性熱硬化性樹脂) ………………………ADEKA 

リゴライト500(熱硬化性透明樹脂フィルム)………昭和高分子 

セメダインスーパーシール(超多用途シール &接着)

…………………………………………………セメダイン 

ダイニーマ(超高強度・高弾性率ポリエチレン繊維)……東洋紡績 

エクセレックス(高機能性エチレンオリゴマー)………三井化学 

エーアイポリマー(ポリアミドイミド系アロイ)

………………………………………………三菱ガス化学 

●金属・金属間化合物

超急冷凝固粉末〔Fe基アモルファス軟磁性粉末(KUAMET6B2)〕

……………………………………エプソンアトミックス 

ポリマーフィルム上の銅パターン(金属銅配線)

………………………名古屋大学，産業技術総合研究所 

コロイド結晶パターン(粒子集積体形成技術)

……………………… 〃 

ハイパーステンレス

NK301，NK304，NK1614(超高強度ばね材)…日鉱金属加工 

GIGALLOY
NKT322(1ギガ級超高強度ばね用銅合金)……… 〃 

パストラン〔導電性機能粉末(TYPEIV･V, ITO)〕

………………………………………………三井金属鉱業 

……… 材 料 開 発
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多様化する時代を見つめて

●機械装置，測定・評価機器

FPAR1000(濃厚系粒径アナライザー) ………………大塚電子 

MR1210(磁気抵抗ホール効果測定装置) …………………ハヤマ 

MiniscopeTM TM1000(日立卓上顕微鏡)，

S5500(日立超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡)

…………………………………日立ハイテクノロジーズ 

●デザイン広告

最新・カスタマイズ・レーザー加工システム

……………………………………アイオーレーザー 表紙

最新のレーザー技術と設備を駆使して精密で，価値ある

“微細加工品”を“短納期”で提供します

…………………………………………………弘陽精工 

東芝セラミックス株式会社は，年月日より

コバレントマテリアル株式会社に社名が変わります

………………………………………東芝セラミックス 

風って，はたらきものだね…………………日本ガイシ 

小さくて，大きな，先端技術の展覧会 …日本特殊陶業 

余年培った加工技術を………………………マルトー 

水素社会の実現に向けて…………………………ミクニ 

独創技術をマネージメントするプロフェッショナル

…………ルネッサンス・エナジー・インベストメント 

これから，なにが必要だろう

クリーンエネルギー，高効率エネルギー，石油代替燃料，

水素社会，燃料電池

……………ルネッサンス・エナジー・リサーチ 表紙

躍進するハイテクノロジー

詳細お問い合せ，ご相談は

お気軽に各メーカーへ．

□掲□載□会□社□索□引

□ア

アイオーレーザー有限会社 ………………………………………………表紙

旭化成株式会社…………………………………………………………………

株式会社 ADEKA ………………………………………………………………
株式会社 INAX …………………………………………………………………
宇部マテリアルズ株式会社……………………………………………………

エプソンアトミックス株式会社………………………………………………

大塚電子株式会社………………………………………………………………

□カ

河合石灰工業株式会社…………………………………………………………

川研ファインケミカル株式会社………………………………………………

株式会社クレハ…………………………………………………………………

弘陽精工株式会社………………………………………………………………

□サ

産業技術総合研究所 ………………………………………………,,,

昭和高分子株式会社……………………………………………………………

鈴木油脂工業株式会社…………………………………………………………

セメダイン株式会社……………………………………………………………

□タ

株式会社 TYK …………………………………………………………………

東芝セラミックス株式会社…………………………………………………,

東ソー株式会社…………………………………………………………………

東洋紡績株式会社………………………………………………………………

東レ株式会社 ………………………………………………………………,

株式会社トクヤマ …………………………………………………………,

□ナ

名古屋大学 …………………………………………………………,,,

日鉱金属加工株式会社(日鉱金属株式会社) ……………………………,

日本ガイシ株式会社…………………………………………………………,

日本特殊陶業株式会社………………………………………………………,

□ハ

有限会社ハヤマ…………………………………………………………………

株式会社日立ハイテクノロジーズ……………………………………………

株式会社ブリヂストン…………………………………………………………

□マ□ヤ□ラ

株式会社マルトー………………………………………………………………

株式会社ミクニ…………………………………………………………………

三井化学株式会社………………………………………………………………

三井金属鉱業株式会社…………………………………………………………

三菱ガス化学株式会社…………………………………………………………

武蔵工業大学……………………………………………………………………

株式会社ルネッサンス・エナジー・インベストメント……………………

株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ …………………………表紙

(50音順)


