CORPORATE PROFILE
本社工場
N

小野●

〒520-0241 滋賀県大津市今堅田三丁目4番25号
TEL.077（573）
2288 FAX.077
（573）6766

琵琶湖

■JR湖西線「堅田」駅より
徒歩 約20分
バス 5分 江若交通琵琶湖大橋線「勾当内侍前」
お車 5分

本社工場
161

堅田●

線

琵琶湖大橋

JR

湖

西

558

右のQRコードで地図にアクセスできます▶

大津工場
小野●

477

JR

湖西線

N

琵琶湖

大津工場

161

至 琵琶湖大橋

堅田●

558

〒520-0235 滋賀県大津市真野大野一丁目458番地
＜営業窓口＞TEL.077（572）
4848 FAX.077
（572）3368
■JR湖西線「堅田」駅より
バス 10分 堅田葛川線「南庄道」
お車 10分
右のQRコードで地図にアクセスできます▶

京都工場
園部

京都工場

19

■JR嵯峨野線「園部」駅より
お車 5分

京都縦貫道

N

〒622-0021 京都府南丹市園部町瓜生野京都新光悦村47番地
TEL.0771（63）
6188 FAX.0771
（63）6288

右のQRコードで地図にアクセスできます▶

京都第二工場
京都第二工場
園部

19

〒622-0021 京都府南丹市園部町瓜生野京都新光悦村5番地
TEL.0771（68）
9128 FAX.0771（68）9138
■JR嵯峨野線「園部」駅より
お車 5分

京都縦貫道

N

右のQRコードで地図にアクセスできます▶

熊本工場
〒861-2403 熊本県阿蘇郡西原村布田1124番1号
＜営業窓口＞TEL.096（279）
3808 FAX.096
（279）3801

206
至 熊本空港

熊本工場

■熊本空港より
お車 7分
■JR豊肥本線「肥後大津」駅より
お車 15分

N

右のQRコードで地図にアクセスできます▶

新横浜営業所
横浜アリーナ

新横浜営業所

N

JR
新横浜駅 ●

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番地18
日総第18ビル エキスパートオフィス新横浜535号室
＜営業窓口＞TEL.045（594）
6568 FAX.045
（594）6578
■JR横浜線「新横浜」駅北口より 徒歩約5分
■市営地下鉄ブルーライン
「新横浜」駅7番出入口より
徒歩約1分
右のQRコードで地図にアクセスできます▶

www.crystal-opt.co.jp
1910.2000

POLISH UP the WORLD!

「磨き」
が変える世界
光学単結晶から金属・樹脂まで、材料を問わない加工技術を確立。
豊富な鏡面加工実績で様々な分野の最先端をささえています。

01

SPACE / AVIATION

NEW ENERGY

SEMICONDUCTOR / FPD / BATTERY

OPTICS / MEDICAL

宇宙・航空

新エネルギー

半導体・FPD・電池

光学・医療

次世代の宇宙・天文観測をささえる超精密加工技術

超高精度研磨が拓く、未来の新エネルギー技術

次代の技術革新を約束する、コーターダイと研磨技術

最先端の先を担うテクノロジー

P.03

P.04

P.05

P.06
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OUR TECHNOLOGY｜01

OUR TECHNOLOGY｜02

SPACE / AVIATION

NEW ENERGY

次 世 代 の 宇 宙・天 文 観 測をささえる
超精密加工技術

超 高 精 度 研 磨 が 拓く
未 来 の 新 エ ネルギ ー 技 術

宇宙・航空

新エネルギー

01 光学衛星

01 国際熱核融合実験炉「ITER」

先進光学衛星（ALOS-3）搭載大口径光学ミラーの製作・光学ミラー間
の測長及びアライメントの調整。

計測用として使用される高精度金属ミラーを製作。

イメージ写真
出典：JAXA（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構）

材質：SUS316L
トロイダル形状ミラーを製作
サイズ：400ｘ300mm

サテライトナビゲーター 人工衛星プロジェクト先進光学衛星（ALOS-3）
http://www.satnavi.jaxa.jp/project/senshin/

軽量化を目的としたガラスリブ構造加工

形状精度：PV 0.21μm
測定機：Zygo Veriﬁre ATZ

02 口径30m超大型望遠鏡TMT

表面粗さ：Sa 0.64nm RMS 0.84nm
測定機：Zygo NewView 8300

02 大阪大学 レーザー科学研究所 激光XIl号

Credit ©ITER Organization, http://www.iter.org/

LFEXレーザー用 LBO単結晶基板の研磨加工。
（大阪大学レーザー科学研究所：有川 安信講師 共同開発）画像提供：大阪大学

中間赤外線観測装置MICHI向け 次世代大型イメージスライサーユニットの試作加工。
（東京大学 大学院理学系研究科 天文学専攻：左近 樹助教授 共同開発）画像提供：東京大学

大阪大学レーザー科学研究所
2001年の近日点通過時に
形成された塵雲
WR140

L F E Xレーザ ー に 導 入される
スライスミラー上の2次元の画像を

LBO単結晶として、世界最大サ

瞳ミラーを経て1次元に並べ直す

イズのLBO単結晶基板の研磨
加工に成功しました。
透過波面の乱れは0.26µmと
非常に優れた研磨精度を実現

2009年の近日点

0.1光年

通過時に形成された塵雲

2次元の空間情報を1次元に変換する光学系を製作

大質量星WR140の終焉期に周期的に
作られまき散らされる塵雲

分光器へ
→2次元画像内の各場所のスペクトルが効果的に取得可能

03 東京大学アタカマ天文台（TAO）計画

04 航空機部品

中間赤外線撮像分光カメラ MIMIZUKUの製作。

精密な加工・測
定を可能にす
る検査機器を
豊 富 に 取り揃
えています。

（東京大学 天文学教育研究センター：宮田 隆志教授 共同開発）画像提供：東京大学 TAOプロジェクト

機上で測定をしながら同時に光路調整 平面鏡、非球面鏡、自由曲面鏡 3種類の すばる望遠鏡に搭載された
を行い各ミラーを組立
形状を含むミラー計50個を製作
MIMIZUKU
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しました。
イメージ写真

激光ⅩII号

100x100ｘ1.5mm 大型LBO単結晶基板

形状精度：PV 0.26μm
測定機：Zygo Veriﬁre ATZ

自由曲面形状を高精度に研磨

MRF【磁気粘弾性流体研磨】形状補正、表面粗さの向上が図れる、最先端研磨技術として注目される加工技術です。
形状修正

面粗度向上

RMS 0.40μm
RMS 0.04μm
測定機：Panasonic UA3P-4型特

Ra 1.4nｍ
Ra 0.4nｍ
測定機：Zygo NewView 8300

虹目除去
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OUR TECHNOLOGY｜03

OUR TECHNOLOGY｜04

SEMICONDUCTOR / FPD / BATTERY

OPTICS / MEDICAL

次 代 の 技 術 革 新を 約 束する
コーターダイと研 磨 技 術

最 先 端 の 先を 担う
テクノロジー

光学・医療

半導体・FPD・電池

01 コーターダイ

01 ヘッドアップディスプレイ

均一な膜の塗布を可能にする、高精度な流路面・リップの加工に対応します。

速度情報などフロントウィンドウに映し出す技術開発で使用される自由曲面ミラーの製作。

600x200mm大型自由曲面ミラー

リップ

3800mmダイ

流路面
塗布膜の偏差値
2〜5%
マニホールド

多層ダイ

ガラスダイ

先端Rダイ

コーターダイ 測定データ

内面真直度 1.1μm
測定機：Carl Zeiss PRISMO10

表面粗さ：Sa 1.1nm
測定機：Zygo NewView8300

先端Rダイ測定データ

刃先真直度 2.2μｍ
測定機：Carl Zeiss PRISMO10

形状測定 PV1.3μm
測定機：AMETEK フォームタリサーフ

形状精度：PV 1μm
測定機：Panasonic UA3P-4型特

02 偏心反射型対物ユニット

03 医療研究開発用機器

フェムト秒レーザーパルス集光・照射を目的としています。

再生医療などの高度な先端医療技術に使用され
る機器の研究・開発をささえます。

（筑波大学 数理物質系物理学域：久保 敦講師 共同開発）

02 ウエハ吸着用テーブル
フォトマスク

投影レンズ
ウエハ

平面度：1.1μm
測定機：東京精密 XYZAX SVA600
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反射ミラーのみで対物レンズを構築
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CRYSTAL OPTICS QUALITY

一貫生産により、 高精度の加工と品質保証を実現。
高精度加工の実現
管理業務の省力化
品質保証

工場内の温度管理を徹底し、同一環境で製作を行っています。

発注業務はもちろん、各工程間でのトラブル対応をする必要がなくなります。

加工機以上に充実した測定機器を取り揃え、製品の品質を保証いたします。

図面
仕様書

納 品
材料調達

切 削

金属・セラミック
樹脂・単結晶など、
様々な材料を手配いたします。

門形５面加工機

高精度をお約束する多様な
加工・測定設備。

MVR45
ー 三菱重工業 ー

研 削
超高精度静圧式平面研削盤
SGC-408S4-N3
ー ナガセインテグレックス ー

研 磨
大型平面ラップ盤
EJW-300F-GNC
ー 日本エンギス ー

超精密加工

測 定
高精度を実現するために
必要不可欠である各種
測定機器を保有。

Nanoform700Ultra
ー Precitech ー

装置
・超大型加工部品に対応できる加工機
・高精度を実現させる一流メーカーの装置ラインナップ
・研磨装置70台をはじめとする、
各事業フィールドでの豊富な装置数

技術

検査・測定

・ナノメートルの規格を満たす仕上げ加工技術

・多彩な測定装置で、様々なデータ採取が可能

・様々な材質に対応できる豊富な経験

・6メートルサイズの加工品にも対応できる超大型測定機を保有

・試作加工から量産加工まで対応する生産体制

・世界一流メーカーの測定機を使用し、信頼性の高い精度保証をご提供

超大型三次元座標測定機
MMZ-G30/60/20
ー Carl Zeiss ー

大口径(12")レーザー干渉計
Veriﬁre ATZ
ー Zygo ー

非接触表面性状測定機
NewView 8300
ー Zygo ー

超高精度三次元測定機
UA3P-4型特
ー Panasonic ー

・検査表とともに測定データをご提出
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（本社工場・大津工場・京都工場・熊本工場・新横浜営業所）

