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Osada Photonics International
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使 命

・45年以上に渉って創業者が培ってきたレーザおよび光学

技術を社会の発展に役立てる事を旨とする

・レーザでは、性能・品質・価格面で、世界に通用する製品化
に貢献する。

・光学技術では、性能・品質・価格面で世界に通用する加工用
の光学部品の製品化に貢献する

・最先端のレーザ加工技術と加工システムへの挑戦
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補足資料：創業者の経歴

・学歴

・1968年3月 学士：山梨大学電子工学科

・1970年3月 修士：山梨大学工学研究科＆ROCHESTER 大学光学研究所

・1978年5月 博士：CALIFORNIA 大学（IRVINE）、工学部電気工学科

・職歴

・1970年4月 山梨大学工学部助手

・1978年6月 理化学研究所 レーザ科学グループ

・1980年5月 （株）堀場製作所

・1982年5月 （株）アマダ

・1994年5月 シグマ光機㈱

・2008年２月 OPI㈱設立、現在に至る
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会社概要

商号

本社

設立

資本金

ＯＰI 株式会社

〒350-1257 埼玉県日高市横手1-25-6 

TEL 042-978-5102（代）

2008年（平成20年）2月14日

12,000,000 円
（2019年3月28日）

取扱品目

・レーザ発振器（ナノ秒固体レーザ、ピコ秒・フェムト秒ファイバーレーザ、
ＣＯ２レーザ）
・レーザマーカ (QSW型パルス・MOPAパルス)

・レーザ加工機各種（波長355nm,1064nm,他）
・レーザ光学各種周辺機

商標: 

資本金について
・2019年3月28日にWOE社を引き受けとして新株発行により、資本金は

1200万円となった。資本準備金は約630万円
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会社の歴史 事業内容・取扱製品の歴史

OPI株式会社 沿革

2008年2月 OPI株式会社設立
資本金100万円

2010年9月 資本金を300万円
に増資

2012年9月 資本金を500万円に
増資

2015年1月 技術開発センター開設

2016年1月 技術開発センター 増設

光学関連の会社として設立
国内外の企業へのコンサルタント
光学部品の輸入販売を主たる業務

最初のCO2レーザマーカ
(OLMC-9.2-10W)を開発・販売を開始

アルマイト処理材への黒色マーキング用
レーザーマーカ（OLMF-1064-20W)を
開発・販売を開始した

もの作り補助事業社(25 112 11340 )に認定

ピコ秒ファイバーレーザ加工機
2Ｄ／３Ｄファイバーレーザマーカ
超小型レーザ加工機 発表・販売開始

2008年

2010年

2012年

2015年

2016年9月インターオプトにて新機種発表

UVレーザ加工機 開発・販売2016年

2016年

2017年～
2018年

ものづくり補助事業社（2811110570に認定 ）および
（2911110608０９）

2017年および2018年ものづくり補助事業社
の認定

2018年3月 資本金を1200万円に増資 2019年～
シンガポールのWAVELENGTH OPTO-ELECTRONIC社の
資本参加を受ける
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多種多様な材料加工
に適用したレーザ製品を
ご提供致します。

多彩なレーザ品揃え

ピコ秒・フェムト秒
ファイバーレーザー

4機種

ID カード用の
レーザエンジン

レーザ・ガルバノ・レンズ
高出力（10～20W）型
低出力（1．5W）型

レーザマーカ
UV - IR

レーザ光学
周辺機器
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会社名称 事業所名称 業務内容 所在地

OPI

株式会社

OPI

株式会社

OPI

蘇州貿易公司

事業所一覧

本社

塩尻事業所

中国貿易センター

管理・営業

経営方針
製品販売

開発・購買・品証
レーザ製品開発

レーザ製品品質保証
製品受入検査
製品出荷検査

レーザ製品
製造工程監査
中国側出荷検査

日高市
横手

飯能市
仲町

Suzhou 

Industrial Park

, Suzhou 215026

, China

技術開発センター



8

8

戦略会議

OPI株式会社

社長

OPI株式会社 組織図

製造部

生産
組立・調整

品質保証部

中国製品品質保証
受入検査・出荷検査
アフターメンテナンス

技術開発部

新製品開発
サンプル加工

営業部

営業活動
マーケティング
広報宣伝

総務部

管理
経理
貿易
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OPI蘇州貿易公司 概要

【経営方針】

品質第一主義

顧客第一主義

設立 ２０１６年２月３日

所在地 中国蘇州工業園区杏林街９８号

品質責任者 総経理 長田英洋

取扱製品

①ファイバーレーザとマーカ
②ピコ秒ファイバーレーザと加工機
③UVレーザと加工機
④ピコ秒レーザと加工機
⑤その他光学部品、ガルバノ

OPI (SUZHOU) TRADING CO.,LTD

No. 98 Xinglin Street ,

Suzhou Industrial Park ,

Suzhou 215026 ,China   
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品質保証体系

1. OPI蘇州貿易公司
中国製造工程の厳密な工程監査実施
QC 管理手順による検査(QC工程表・組立手順書・工程内チェックシート)

2. OPI蘇州貿易公司
日本人駐在員による厳密な出荷検査の実施

3. OPI技術開発センター
レーザー受入検査の実施
受入検査規定による重点管理部品の厳格な検査項目の実施

4. OPI技術開発センター
品質保証体制の確立(問題発生時の早期解決対応・改善対策)
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営業戦略

レーザ加工機のパイオニアを目指す
差別化製品の市場投入(UVレーザマーカ・MOPA100W加工機）

日本品質で中国価格のレーザを世界に
(他社が追従できない価格で厳正な品質保証を)

軽快なフットワークとスピード対応
(加工材料への最適な提案を)
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UV(紫外線)レーザマーカ

マーカ仕様

UV（紫外線）レーザ製品紹介

加工範囲 (106×106mm (f=170mm標準)  )

OLMUV-355-3W

レーザヘッドとレーザマーカ

OLMUV-355V-3W

スポット径 (< 20 μm (×10倍のBEX)

加工速度 ( > 3000mm /秒)

ソフト (英文字・数字・CAD data QR Code Data Code  その他) 

インターフェース USB接続

応用 (微細加工・穴明け・マーキング)

材料 (アクリル・樹脂金属・ポリイミド etc )

OPI-355-3W-30K

レーザ仕様

OPI-355-3W-30K

波長: 355nm

平均パワー > 3W (30K

ビーム品質 M2 < 1.3

冷却方式 水冷

環境温度 15～35℃

期待寿命 15,000 時間
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UV(355nm)レーザマーカ：サンプル例

ポリアミドへの微細マーキング（文字高さ：０，３㎜）

文字高さ：０．３㎜

アクリル樹脂への通常マーキング

アクリル樹脂への黒色マーキング

アルマイトへの黒色マーキング
MOPA(1064nm)ファイバーレーザ
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紫外線レーザ加工機（早稲田大学特注対応）

１．5W（355nm）空冷：米国AOC社製

２．レンズ：テレセントリック

fθレンズ

３．観察光学系付き
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紫外線レーザ加工機（東工大特注対応）

１．7W（355nm）水冷：米国AOC製

２．レンズ：色消し（355nmと

635nm） fθレンズ

３．同軸型観察光学系付き
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AONano-355-20-50-V-U

20W（355nm&水冷)一体型（AOC製）の紹介
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中出力ファイバーレーザ（50Ｗ～500Ｗ）

千葉工大に

700WCWを納品
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高出力ファイバーレーザ：仕様
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ピコ秒ファイバーレーザ加工機

OLMPICO-1064-40-600-15W
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ピコ秒ファイバーレーザ
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ピコ秒（<15ps)レーザ
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２Dファイバーレーザマーカ
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パルスファイバーレーザ：10Ｗ～100Ｗ
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IDプリンター用レーザエンジン

セットを構成する部品

１．レーザ：10Wファイバーレーザ

RFL-P10Q-ONC

２．レンズ：F=130 fθレンズ

SL-1064-95-130C

３．ガルバノ：ミラーサイズ5㎜

Ｓ－8107－SD-1000-ONC

累積販売数：＞550セット
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３次元ファイバーレーザマーカ

仕様

OLMF-1064-Q100W-3D

MOPA による黒色マーキング３次元加工サンプル

平成25年度ものづくり補助事業
2511211340
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セラミック穴あけ用次世代型レーザ加工機

１．レーザ：MOPA100W

２．レンズ：テレセントリック

fθレンズ

３．厚さ：0.4μm

４．穴径：150μｍ

５．穴明け速度：10穴/秒

平成28年度ものづくり補正事業
２８１１１１０５７０
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ID カード用レーザプリンター次世代レーザエンジン

１．レーザ：1.5W

２．レンズ：fθレンズ

３．ガルバノ：ミラー5㎜

平成29年度ものづくり7補正事業
2911110609
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CO2レーザマーカ

OLMC-10.6-30W
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お任せください

私達は、レーザ加工製品選択の
プロフェッショナルです。

高精細加工用レーザをお届けします。

試作から量産までお任せください。

短納期対応もお任せください。

中国価格で日本品質をお届けします。
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ご清聴頂き誠に
ありがとうごさいました。


