
 

 

 

アシザワ・ファインテック 株式会社 

 

 

所在地 本社・工場・実験室 〒275-8572 千葉県習志野市茜浜 1-4-2 代表者名 
代表取締役社長  

芦澤 直太郎 

電話/FAX 番号 047-453-8111／047-453-8378 URL http://www.ashizawa.com 

設立年月 2002 年 12 月 資本金（百万円） 90 売上（百万円） 2,500 従業員 (人) 109

事業内容 

1．ナノサイズまでの微粒子を開発、生産または利用されるお客様に対する技術サポート 

2．粉砕機・分散機（ビーズミル）をはじめとする産業用粉体機器の開発・製作・メンテナンス 

3．粉砕機・分散機（ビーズミル）などを使用する受託加工 

主要製品 湿式および乾式ビーズミル（微粉砕・分散機）, 脱泡機 , 撹拌・混合機 , 混練機 

連絡担当者 企画室 江尻 仁美 E-mail sal@ashizawa.com 

 

 

 
当社は、ナノ・サブミクロンレベルまで微粉砕・分散を実現させるビーズミル（湿式/乾式 微粉砕・分散機）を

はじめとする、攪拌機・脱泡機等の微細化工程をサポートする前後工程機や技術をトータルでご提案・ご提

供する、コンサルティング発想の微粉砕・分散機メーカーです。 

創業 100 年以上の歴史をもつアシザワ・ファインテックは、世界一の粉砕・分散技術で、これまでの実績をも

とに、お客様とビジョンを共有し、微粉砕・分散の関する課題にお応えできるよう、これからもチャレンジして

参ります。 

近年、微粒子化に対する要求も高度なものとなり、微粒子化に加えていかに粒子の機能、特性を保持した

まま粉砕・分散を行うかということが重要となっています。そこで、当社の最新型スターミルは、理想的なビー

ズの動きを追求したオリジナルの構造により、処理対象物とビーズが低シェアで接触することで、粒子の表面

にダメージを与えずにナノ領域までの微細化を実現させる“マイルド分散”を可能にしました。マイルド分散と

は、一次粒子のサイズ、形状、結晶構造、表面状態などを維持したまま分散させる当社のオリジナル技術で

す。 

 

 

 

                 

 

 

 

【認定、受賞】第 10 回千葉ものづくり認定製品受賞（2011 年 4 月） 

微粒子技術で新しい“可能性の共創” 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

 

＜当社製ビーズミル「スターミル」の処理によるナノ粒子化例＞

濃度：全て同様 処理から 1 年後に撮影 

    

均一にマイルド分散することで再凝集することなく透明性が持続す

１．会社概要 



     

サーフ工業 株式会社  

  

所在地 本社・工場 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町１１４－３  代表者名 小山克之 

電話/FAX 番号 043-424-8671／043-424-8672 URL http://www.surfkogyo.co.jp 

設立年月 ２００３年１１月 資本金（百万円） 10 売上（百万円） 非公開 従業員 (人) ８ 

事業内容 樹脂コーティング、表面処理、その他 

主要製品 配管やタンク等の塔槽類、樹脂及びゴムの成型金型、包装機械部品、半導体製造機械 

連絡担当者 小山、泉 E-mail ｋ．ｋｏｙａｍａ＠ｓｕｒｆｋｏｇｙｏ．ｃｏ．ｊｐ 

 

コーティング、研磨、メッキ、熱処理、溶射、蒸着さまざまなテーマに挑戦。 

 

 

 

マテックス処理ＭＸ－０３１ ナノレベルの超薄膜コートです。 
ガラス、フィルムの汚れ防止や鏡面研磨面の粗さ向上、傷付き防止にご使用いただけます。 

 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 



 

 

ナノテック 株式会社 

 

 

所在地 〒277-0872 千葉県柏市十余二５７２－６１ ナノテクノプラザ 代表者名 
代表取締役社長 

中森 秀樹 

電話/FAX 番号 04-7135-6111/04-7135-6126 URL http://www.nanotec-jp.com/ 

設立年月 平成元年 資本金（百万円） 98 売上(百万円) 非公開 従業員 (人) 40 

事業内容 
・DLC コーティング装置製造販売  ・受託コーティング加工 

・薄膜評価試験機販売と受託分析 

主要製品 

・DLC コーティング装置 

・ICF（Intrinsic Carbon Film 真性カーボン膜）の受託コーティング 

・受託薄膜評価試験 

・自動薄膜計測装置（分光エリプソメータ）、表面分析装置（CSM） 

連絡担当者 QCM ｾｸｼｮﾝ 今野 E-mail konno@nanotec-jp.com 

 

 

 

 

 
ナノテック㈱は国内で最初に DLC（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾗｲｸｶｰﾎﾞﾝ）薄膜装置の製造販売を致しました。 

以来、独自に開発した成膜技術を基に DLC などの硬質薄膜の研究開発を重ねてまいりました。 

現在は、その研究開発の成果を基に装置製造販売、受託コーティング、薄膜評価試験の３事業を展開しDLC

とナノテクノロジーのトータルサポートをご提供させていただいております。 

 

 

 DLCから進化した高機能膜 ICFコーティング 
弊社は炭素が有するユニークな性質をコントロールし、その特性を引き出す研究を重ねてまいりました。その結

果、DLCにいろいろな元素を付加する“ドーピング”技術によりさまざまな特性を発現させることに成功しました。

弊社は、このドーピング技術をICFコーティングという次世代の膜としてご提供をしております。 

ICF（Intrinsic Carbon Film、日本名：真性カーボン膜）は、DLCを含む高機能・多機能性を持つカーボン膜の総

称です。DLCをベースにコーティング条件の制御やドーピング技術等により、新たな機能を付与した高機能膜で

す。お客様の用途に合わせ、１０種類（超鏡面性、導電性、耐熱性、撥水性、アルミニュウム合金用、光学用、

絶縁性、環境調和型、生体適合性、耐久性）のICFコーティングをご用意しております。 

 メーターサイズのコーティング 
弊社は国内最大級４ｍの大型成膜装置(NANOCOAT4000)を備えております。 

NANOCOAT４０００での大型製品へのDLCコーティングを得意としております。 

 

 

 

 

     NANOCOAT4000                実用例：印刷用ロールへのコーティング   

 
 

【認定・受賞】2010年 ナノテク大賞 日刊工業新聞社賞を受賞  

 「2009年元気なモノ作り中小企業３００社」に選出 

        2008年 第5回千葉ものづくり認定製品に入選 第13回千葉元気印企業大賞受賞   

【取得 認証】ISO9001 ISO14001 ISO17025 

DLCとナノテクノロジーのパイオニア 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

 



 

 

三井電気精機 株式会社 

 

 

所在地 〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾 233-10（野田工業団地内） 代表者名 早川 一成 

電話/FAX 番号 04-7125-5761 / 04-7125-6105 URL http://www.mitsuiec.co.jp 

設立年月 1967 年 2 月 資本金（百万円） 10 売上（百万円） 500 従業員（人） 22

事業内容 実験機・各種自動機の設計・開発 

主要製品 高速高精度モーター、高速遠心分離機、各種乳化・分散機器 

連絡担当者 営業部  赤松 晋 E-mail inquiry@mitsuiec.co.jp 

 

 

 

 

 
三井電気精機は、高周波モーターを使用した特殊機器や回転制御技術を応用した製品開発を行ってきまし

た。高速回転での高精度位置決め技術（同期制御）を実現し、原子力分野での試験装置も製作しています。 

また、高速ミキサーから始まった乳化分散技術は、既にモーター応用機器だけでなく、超音波ホモジナイザー

や電界乳化装置といったナノレベルの分散装置に進化しました。 

 是非、弊社の製品実現技術を貴社の研究開発にお役立て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製品群】 

 ・計測機器、及び試験機器 ： 製紙・印刷試験装置、コーティング試験機、ナノインプリント装置 

 ・遠心分離機          ： 半導体試験装置、ドップラーシフト生成装置 

 ・乳化・分散機器       ： 高速ミキサー、超音波ホモジナイザー、電界乳化装置 

 

 

【認定・受賞】2008年  千葉県ものづくり認定商品に超音波ホモジナイザー SONIMIXが認定。 

               フジサンケイビジネスアイ主催・千葉興業銀行共催の千葉県元気印大賞を受賞。 

2009年  千葉県ものづくり認定商品に枚葉式コーターが認定。 

●ナノインプリント試験装置 

ナノインプリントは金型に作ったナノメートル単位のパ

ターンを樹脂に転写していく成形装置です。従来の方

法と比較し、安価で大量生産が行えると期待されて

います。弊社ではご要望に応じ、熱・UV の両方の硬

化方法を 1 台の試験機で実現し、更に真空チャンバ

ーを搭載しています。 

 

『モーター技術のスペシャリストが 貴社のご要望にお応えします。』 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

●連続式超音波ホモジナイザー 

チップ先端からの高速振動の影響により、液中に

キャビテーションが発生します。そこからの衝撃力

を利用し粒子の解砕を行います。分散効果に定評

がある超音波ホモジナイザーを工場生産用にシス

テム化致しました。 

 

東京理科大学 谷口先生撮影 

「超音波照射部 拡大」 

 



 

 

 

株式会社 ユーテック 

 

 

所在地 〒270-0156 千葉県流山市西平井９５６－１ 代表者名 本多 祐二 

電話/FAX 番号 04-7150-5731 / 04-7150-5741 URL http://www.youtec.co.jp 

設立年月 1992 年 3 月  資本金（百万円） 222 売上（百万円） 1,000 従業員 (人) 45

事業内容 ドライ薄膜形成装置製造・販売 

主要製品 プラズマＣＶＤ装置・スパッタリング装置 他 

連絡担当者 橋本 衛 E-mail bridge@youtec.co.jp 

 

 

 

 

半導体・電子デバイスを構成する、ナノレベル・オングストロームレベルの超薄膜を、真空を 

主としたドライコーティングの手法で形成することの出来る装置を、設計・製作・販売致します。 

ハードディスク等の保護膜等ストレージ分野の超薄膜を得意とし、世界のハードディスクのおよそ 

３０％に適用されております。 

半導体素子用薄膜、有機ＥＬ等の発光素子用薄膜、ＭＥＭＳ素子用薄膜、強誘電体素子用薄膜等々、常に

最先端の技術を実現する素子を構成するための薄膜形成技術の開発と、実現に取り組んでおりま す。 

お客様からは、今現在は存在しないような薄膜の形成技術を求められますし、そのご要求の実現に 

果敢に取り組み、実現させていただいております。 

 

 

ハードディスク用耐磨耗潤滑超薄膜形成ユニットの開発・製造・供給 

厚さ数ﾅﾉﾒｰﾄﾙの耐磨耗ＤＬＣ超薄膜を形成することが可能 

このＤＬＣ薄膜形成技術は、ペットボトルの酸化防止薄膜にも応用され 

適用されております 

 

                                ＨＤ-ＤＬＣ用プラズマＧＵＮ装置      

                                 

 

有機ＥＬ発光素子用薄膜形成装置の開発・製造・供給 

有機ＥＬ発光素子の効率を上げる技術と、寿命を延ばす技術に貢献 

しております 

 

 

                                  有機ＥＬ素子用薄膜形成装置 

 

 

ＭＥＭＳ素子を、現在のバルクから薄膜でつくれる技術を開発しております 

更に、薄膜でもバルクの特性を上回る技術の開発にも取り組んでおります 

 

 

 ｸﾗｽﾀｰﾂｰﾙ方式ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ装置 

１．会社概要 

２．事業内容 

顧客のご要求を誠実にカタチにする ・ 市場の求める新しい技術を生み出し社会発展に貢献する 

３．技術情報 



 

 

株式会社 サイエンスラボラトリーズ 

 

 

所在地 〒270-0021 千葉県松戸市小金原 7-10-25 代表者名 前田 和美 

電話/FAX 番号 047-309-8311 / 047-309-8310 URL http://www.scilab.co.jp/ 

設立年月 1981 年 4 月 資本金（百万円） 10 売上（百万円） 70 従業員 (人) 8

事業内容 理化学機器の輸入販売 

主要製品 電子銃、パルスバルブ、電流/電圧アンプ、X 線カメラ、走査型トンネル顕微鏡 

連絡担当者 大津 彰良 E-mail o2@scilab.co.jp 

 

 

 

 

 
弊社は創立以来、最先端な科学研究や最先端技術の発展に寄与し、最先端な科学研究の開発に貢献する

事を経営理念として、国内外の最先端のエレクトロ二クス製品の発掘、導入で常に先導的な役割を果たして

まいりました。 

弊社は最先端な研究機器製品の開拓、導入、技術サポート、情報物流などの専門商社機能の整備・拡充に

努め、顧客の研究にご満足いただけるよう、追求しつづけ、常に新しい展開を求め企業価値の向上を図り、

魅力ある企業を目指してまいりたいと存じます。 

 

 

 

   

   感度と解像度を両立した                 簡易型でナノレベルの3D表面画像が 

     高解像度X線カメラ                     取得可能なSTM 

                   
 

 

 

【主要取引先】 

東京大学、京都大学、大阪大学 

高エネルギー加速器研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所 

 

最先端な研究機器製品を提供致します。 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 



 

 

瀬戸技研工業 株式会社 

 

 

所在地 〒277-0034 千葉県柏市藤心上人塚前 962 番地 代表者名 
代表取締役 

福田和市 

電話/FAX 番号 04-7174-2331/04-7174-7771 URL http://seto-eng.co.jp/ 

設立年月 1976 年 6 月 資本金（百万円） 40 売上（百万円） 1400 従業員 (人) 50 

事業内容 電子部品製造設備及び半導体製造設備等の設計・製造・据付・販売・メンテナンス及び開発支援 

主要製品 
Roll to Roll 製造設備、半導体製造設備、MEMS 製造設備、フォトマスク製造設備、FPD 製造設備、

その他基板製造設備、研究開発テスト設備、公害処理関連設備などのウエットプロセス処理装置 

連絡担当者 専務取締役 福田貴之 E-mail takayuki-fukuda@seto-eng.co.jp 

 

 

 

 

 
瀬戸技研工業では、これまでに培ってきたものづくり技術を次世代の技術発展に役立てるため、 

独自保有する優位技術を最大限に活かした次世代先端設備の研究開発をお客様と共に進めて 

おります。 

 

■Roll to Roll 製造設備 (PR コーティング装置、化学研磨装置、現像装置、エッチング装置、剥離装置、 

電解・無電解銅めっき装置、無電解スズめっき装置、ニッケル・金メッキ装置) 

■半導体製造設備    (枚様式洗浄装置、ウエットステーション、レジスト剥離装置、 

各種ウエットエッチング装置、マニュアルドラフトチャンバー、 

石英管・各種治具洗浄装置、薬液供給ユニット) 

■MEMS 製造設備    （異方性シリコンエッチング装置、バッチ式アルミエッチング装置) 

■フォトマスク製造設備 (レジスト剥離洗浄装置、プラズマドライアッシング装置) 

■FPD 製造設備     (スピン洗浄装置、エッチング装置、現像装置、剥離装置) 

■その他基板製造設備 (リードフレーム製造装置、PCB 製造装置) 

■研究開発テスト設備  (エッチングテスト装置、レジスト剥離テスト装置、めっきテスト装置) 

■公害処理関連設備   (洗浄塔、排気ダクト、脱臭塔、室内用バブリング式スクラバー) 

■請負洗浄サービス   (8in ウエハー、300mm ウエハー、6in フォトマスク) 

 

 

 

■お客様ご希望仕様にて量産装置および研究開発装置のウエット処理工程を営業段階からご提案 

■テープ基材を低テンションで搬送可能（250㎜幅の場合で約1kg以下） 

■弊社のシリコンエッチング装置では薬液温度・濃度を精密にコントロールする事により、 

ウエハー面内バラツキ精度が±5％以内、ウエハー間内バラツキ精度が±5％以内という加工を実現 

■硫酸過水(SPM)を使用しないフォトマスクのレジスト剥離技術(弊社保有特許技術)、 

最先端フォトマスクに対応する洗浄装置のご提案 

■弊社内の装置にてウエハー及びフォトマスクの請負洗浄も行い、自社内の検査設備にて洗浄評価も 

一部可能 

 

 

【認定・受賞】  第4回千葉ベンチャー企業経営者表彰（千葉産業人クラブ） 

 第8回千葉元気印企業大賞グランプリ（フジサンケイビジネスアイ） 

【保 有 特 許】 エアーシャフト、マスク洗浄装置及びマスク洗浄方法、 

プラズマアッシャーによるマスクレジスト剥離方法とその装置、その他特許公開中件数:6件 

【取 得 認 証】 ISO900０ ISO14001 

ウエットプロセスでの次世代先端技術への挑戦 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 



 

 

ナプソン 株式会社 

 

 

所在地 〒136-0047 東京都江東区亀戸 2-3-6 代表者名 中村 真 

電話/FAX 番号 03-3636-0286 / 03-3636-0296 URL http://www.napson.co.jp 

設立年月 1984 年 7 月 資本金（百万円） 50 売上（百万円） 1,000 従業員(人) 40

事業内容 
半導体・液晶・太陽電池向けの品質評価装置である、シート抵抗/抵抗率測定器の製造及び国内

外に向けての販売 

主要製品 4 探針法シート抵抗測定器・CRESBOX, 渦電流法シート抵抗測定器・EC-80P 

連絡担当者 営業部 松浦右 E-mail y-matsuura@napson.co.jp 

 

 

 

半導体・液晶・太陽電池などの業界において使用される品質評価装置である、シート抵抗/抵抗率測定器の

製造及び販売。 

シート抵抗/抵抗率測定器には、接触式（4 探針法という）と非接触式（渦電流法という）の 2 種類の測定方式

があり、2 種類とも製造・販売している、世界唯一の会社になります。 

国内外で高い信頼と実績があり、各業界で高いシェアを誇っております。 
 

 

 

                                                   

 

                                         
 

 

 
 

 

 

 

 － 2008年6月 経済産業省より「元気なモノづくり中小企業300社」に選定される 

 － 2011年10月 「東京都ベンチャー技術大賞」に163社中、最終12社にノミネート 

 － 半導体・液晶・太陽電池などの国内外の各業界主要企業と取引 

 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

４探針法（接触式）の特長 

・幅広い測定レンジに対応 

・測定点が細かく取れる 

 

＜４探針法シート抵抗測定器・CRESBOX＞ 

 － コストパフォーマンスに優れたセミオート式測定器 

 － 最大 1,225 点のマッピングソフトウェア 

 － 外部環境の影響を受けにくいステージカバー採用 

渦電流法（非接触式）の特長 

・サンプルを傷付けずに測定が可能 

・高い再現性 

 

＜渦電流法シート抵抗測定器・EC-80P＞ 

 － ハンディタイププローブでの簡便な操作 

 － オプションで PN 判定プローブを追加可能 



 
 

 

 
所在地 〒305-0853 茨城県つくば市榎戸 807-133 代表者名 岡田 孝夫 

電話/FAX 番号 029-839-4611／029-839-4612 URL http://www.ribm.co.jp 

設立年月 1999 年 12 月 資本金（百万円） 215.7 売上（百万円） 375.0 従業員(人) 17

事業内容 ナノ・バイオ計測装置の開発・販売 

主要製品 走査型プローブ顕微鏡システム、迅速 ELISA システム等の先端計測システム 

連絡担当者 坂本 亨 E-mail sakamoto@ribm.co.jp 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

高速原子間力顕微鏡 ｢Nano Live Vision｣ と新機種の ｢NanoExplorer｣ は、溶液中でナノスケールの動画観

察ができる世界で唯一の原子間力顕微鏡です。 

 従来の原子間力顕微鏡の最大の弱点である、画像取得時間の

長さ（一画面の取得に数分かかる）を克服し、ビデオレートに匹敵

する速度（20 画像／秒）での連続画像取得できます。 

また、高速走査であるが故に、基板上でゆらぐサンプルの観察

もブレることなく行え、試料の基板への強固な接着が不要となりま

す。これにより柔らかい試料の構造変化や、生体試料を失活させ

ることなく観察することができます。 

例えば、抗原・抗体反応や DNA と酵素の相互作用、モータータ

ンパク質の運動過程など、生体反応をリアルタイムに可視化する

ことができます。さらに、原子間力顕微鏡の高空間分解能を有し

ている事から、抗体のＹ字構造も確認でき、脂質膜上にあるイオ

ンチャネルの構造変化（開閉）観察にも成功しています。また、半

導体分野においては、レジスト材料の現像過程をアルカリ溶液中

で観察し、レジスト溶解過程の分析にも利用されています。 

 

迅速ELISAシステム 

本システムは、抗体結合ビーズやマイクロ流路チップ、吸引方式などの採用に

より「簡単操作」「迅速測定」を実現した画期的なＥＬＩＳＡシステムです。 

測定には、使い捨てのマイクロ流路チップと、抗体結合ビーズを使用します。マイ

クロ流路チップには、独立した１６個のマイクロ流路（８個×２列）が形成されてい

ます。このチップは装置本体に６枚までセットでき、最大９６サンプルの同時測定

ができます。各流路上面にはサンプル・試薬を分注するための容量５０μＬのカッ

プが形成されています。なお、このカップは、８連ピペットの配置に適合するようデ

ザインされており、分注作業は従来と変わりなく行うことができます。 

 

 

 

■弊社は、旧通商産業省工業技術院(現 産業技術総合研究所)アトムテクノロジー研究体によって行なわれた

「原子・分子極限操作技術」プロジェクトの研究成果である「生体分子可視化・計測法」がベースになって平成11

年に設立された旧工業技術院第１号ベンチャー企業です。 

生体分子可視化技術を軸にナノバイオ業界及び全産業界に貢献 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

株式会社 生体分子計測研究所

●弊社は、バイオとナノテクノロジーを融合したナノバイオロジーと呼ばれる技術・事業領域で、様々な分野の

新規事業を拡大、創出する知的集約産業を目指します。 

●溶液中でナノスケールの動画観察ができる世界で唯一の原子間力顕微鏡をはじめ、マイクロ流路方式を用

いた迅速 ELISA システムは、ナノバイオロジー領域で社会、産業に広く必要とされ、貢献できる技術です。 

IgG 抗体の形状像 

NanoExplorer

迅速 ELISA 



 
 
 
 
 
 

所在地 〒306-0632 茨城県坂東市辺田 292-202 代表者名 小野 博英 

電話/FAX 番号 0297-24-4720／0297-24-3622 URL http://www.nanomica.co.jp/ 

設立年月 2008 年 4 月 資本金（百万円） 5 売上（百万円） 非公表 従業員(人) 5 

事業内容 新機能性塗装応用技術の研究開発 

主要製品 超撥水性塗膜、超耐摩耗塗膜、導電性塗膜、耐熱改良ゴム、CNT 応用塗膜 

連絡担当者 小野 博英 E-mail info@nanomica.co.jp 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

弊社は物質をナノメートルとした領域において、基材に新たな機能を 

付与する機能性塗装応用技術の確立に挑戦しております。 

昨今、ナノテクノロジー分野の中でも驚異の新素材として脚光をあびて 

いるカーボンナノチューブ（CNT）をいち早く導入し、塗料への分散技術・ 

塗装技術として、さまざまな可能性を秘めた複合塗装技術として実現し 

ました。 

 常に日進月歩しているナノテクノロジー分野で、お客様と一体となり、 
これまで蓄積してきたノウハウと最先端技術を融合した新しい提案を 
続けて参ります。 
 
◆超撥水塗膜 
 弊社独自開発の超撥水性塗料から生まれ、飛躍的に塗膜を 
強化した塗料です。   
着雪による塗膜の性能低下を抑制します。 
低温焼成タイプですので、基材へのダメージを極限まで低減出 
来ます。 

 

◆超耐摩耗塗膜 

 １μm～4μm の塗膜で超強靱膜、従来の塗料の常識を覆す加工法 

により、本当に金属でこすっても傷の付かない塗膜です。フッ素塗料を 

はじめ、各種塗料とブレンドすることにより、耐摩耗性の向上を図るこ 

とができます。 

 

 
●超撥水、超耐摩耗塗膜以外にも、耐熱塗膜、導電性塗膜等の各種機能性 

塗膜の技術を所有しています。お気軽にご相談下さい。 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

株式会社ナノミカ 

●弊社は物質をナノメートルとした領域において、基材に新たな機能を付与する機能性塗装応用技術の 

確立に挑戦しております。 

ナノメートル領域における新機能性塗装応用技術の確立に挑戦 

＜超撥水塗膜上の水滴＞ 

＜超撥水塗膜の着雪防止機能＞ 

＜超耐摩耗塗膜塗布部品＞ 



 

 

 

 

所在地 〒305-0047 茨城県つくば市千現二丁目 1 番 6 号 代表者名 石川 佳寿子 

電話/FAX 番号 029-828-7540 / 029-828-7541 URL http://www.pico-therm.com 

設立年月 2008 年 5 月 資本金（百万円） 8 売上（百万円） 非公表 従業員(人) 2 

事業内容 計測機器の開発・製造・販売、受託計測・分析 

主要製品 薄膜熱物性測定装置 

連絡担当者 石川 佳寿子 E-mail k-ishikawa@pico-therm.com 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

薄膜熱物性測定装置 NanoTR／PicoTR 

  

厚さ数10nm～数10µmの金属薄膜やセラミック薄膜、半導体薄

膜、有機薄膜などの熱物性値を高精度に測定する世界初の薄膜

熱物性測定装置です。 

 

基板上に形成された薄膜試料をパルスレーザーで瞬間的に加

熱し、薄膜内部への熱拡散による表面温度の低下速度あるいは

裏面温度の上昇速度をリアルタイムに観測することにより（パル

ス光加熱サーモリフレクタンス法）、薄膜の膜厚方向の熱拡散

率、 

熱浸透率、熱伝導率および多層膜の薄膜間の界面熱抵抗を 

求めることが可能です。デバイスの高度な熱設計の実現が期待されます。 

 

NanoTR、PicoTRには、右図のように、裏面加熱・表面測温方

式（RF方式）と表面加熱・表面測温方式（FF方式）、両方のサー

モリフレクタンス法が搭載されており、基板の種類を問わず測定

することが可能です。 

 

また、独立行政法人産業技術総合研究所より供給されている

国家標準にトレーザブルな信頼性の高いデータを得ることがで

きます。 

 

 

 

 

 

■株式会社ピコサームは独立行政法人 産業技術総合研究所 技術移転ベンチャー企業です。 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

株式会社ピコサーム 

●熱物性は、情報通信、環境エネルギー、ナノテクノロジー・材料、バイオテクノロジー、宇宙開発など広範な

分野において、熱解析・熱設計のための重要な情報です。 

●ピコサームは熱問題解決に関わるニーズに答えるため、計測機器の開発・製造・販売および受託分析事業

を通して、ソリュ―ションを提供し、計測技術を通して社会に貢献していきます。 

裏面加熱／表面測温 RF 表面加熱／表面測温 FF 

測定原理（パルス光加熱サーモリフレクタンス法） 

薄膜熱物性測定装置 NanoTR 

熱のソリューションを提供します。 



 

 

 
 

 

 

 

所在地 〒300-2651 茨城県つくば市鬼ヶ窪 1147-9 代表者名 太田 慶新 

電話/FAX 番号 029-848-3322／029-848-3323 URL http://www.microphase.jp/ 

設立年月 1999 年 12 月 資本金（百万円） 10 売上（百万円） 非公表 従業員(人) ３ 

事業内容 CNT 及び CNT 合成装置の製造・販売 

主要製品 
卓上型 CNT 合成装置、ナノカーボン CVD 合成装置、ナノ材料評価分析装置、 

ナノカーボン材料（CNT 粉末、CNT ペースト等）／応用加工（配向 CNT 基板等） 

連絡担当者 代表取締役 太田 慶新 E-mail info@microphase.co.jp 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

主な製品及びサービス 

●卓上型 CNT 合成装置 

 エタノールを原料として用いた簡易型 CNT 合成装置です。メタノー

ル、キシレン、ベンゼンなどの有機液体を用いることもできます。  

各種基板や担体に結晶性の高い垂直配向 CNT が成長出来ます。

全プロセスはわずか 20～30 分で完了します。透明ガラスチャンバー

の使用により、CNT 生成の瞬間を目視できます。  

                                           

●LLCNT(長尺カーボンナノチューブ) 

 ・層数：～10 層、・太さ：～10nm、・長さ：30～600μm 

 当社推奨の長尺 MWCNT。細長くて、アスペクト比が高く、結晶

性も高いので、架橋効果と導電・補強効果が高い。 

 

●TNCNT(細径カーボンナノチューブ) 

 ・層数：1～5 層、・太さ：2～5nm、・長さ：～5μm 

 SWCNT を含む細い CNT。比表面積が大きく、結晶性が高い。 

 

 

 

 

 

 
■「燃料電池用金属セパレーターのカーボン処理」、「木質廃棄物の炭化過
程での CO２削減技術」等で NEDO 助成事業の採択された実績がありま
す。 

１．会社概要 

２．事業内容 

３．技術情報 

４．特記事項 

株式会社マイクロフェーズ 

●当社は、ナノテクノロジーの研究開発を事業の柱とする筑波大学発ベンチャーです。“役に立つ研究開発”を

モットーに設立しました。お客様や社会のニーズに沿うような研究開発を続ければ、最初シーズであったナノ材

料も、いつかは役に立つ既存製品に組み込まれるようになります。当社の役割は、遠い「いつか」を近い「いつ

か」に短縮することだと考えています。 

卓上型 CNT 合成装置 MPCNT-Basic 

LLCNT の TEM 像 

ナノテク、エネルギー、環境分野の研究開発の便利屋さんを目指しています 
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