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version 1.2｜仕様などは予告なく変更になる場合がございます。

CEPHEUS 1002 
Speci�cations

レーザータイプ

最大平均出力 (バーストモード時)

パルスエネルギー (シングルパルス)

パルス幅

周波数範囲 (内部コントロール)

周波数範囲 (外部コントロール)

ビーム品質

冷却

レーザーヘッド寸法

オプション

モードロック, パルクピック Nd:YVO4

2 W @ 100 kHz

20 μJ @100 kHz

< 15 ps

20 kHz, . . . , 500 kHz

single shot – 500 kHz

TEM00 (M2 < 1.5) *1

空冷

480 mm x 302 mm x 200 mm
●

●

●

周波数範囲 最高 1000 kHz
SHG, THG
セーフティシャッタ

*値は全て代表値です。  *1 代表値 M2 < 1.3

東京本社
大阪支店
名古屋支店

東京都新宿区西早稲田2-14-1
大阪市東淀川区東中島1-20-12
名古屋市中区錦3-1-30

TEL 03-5285-0863　FAX 03-5285-0860
TEL 06-6323-7286　FAX 06-6323-7283
TEL 052-205-9711　FAX 052-205-9713www.japanlaser.jp – lase@japanlaser.jp

CEPHEUSは産業、自然科学、医薬用途に広く使用でき
る汎用装置です。精密微細加工やあらゆる材料の加工
に最適です。

・　切断、穴あけ、ケガキ ・　表面構造形成
・　腐食無しマーキング ・　マーキング
・　彫版  ・　材料改質

CEPHEUSは高品質・高機能のピコ秒レーザー光源で
す。

・　空冷 　・　低い稼働経費
・　コンパクト 　・　バーストモード
・　高信頼性 　・　高パルスエネルギー
・　組込み容易 　・　パルス・オンデマンド
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version 1.2｜仕様などは予告なく変更になる場合がございます。

CEPHEUS 1008 
Speci�cations

レーザータイプ

最大平均出力 (バーストモード時)

パルスエネルギー (シングルパルス)

パルス幅

周波数範囲 (内部コントロール)

周波数範囲 (外部コントロール)

ビーム品質

冷却

レーザーヘッド寸法

オプション

モードロック, パルクピック Nd:YVO4

8 W @ 500 kHz

180 μJ @ 20 kHz; 50 μJ @ 100 kHz

< 15 ps

20 kHz, . . . , 500 kHz

single shot – 500 kHz

TEM00 (M2 < 1.5) *1

空冷

480 mm x 302 mm x 200 mm
●

●

●

周波数範囲 最高 1000 kHz
SHG, THG
セーフティシャッタ

*値は全て代表値です。  *1 代表値 M2 < 1.3

東京本社
大阪支店
名古屋支店

東京都新宿区西早稲田2-14-1
大阪市東淀川区東中島1-20-12
名古屋市中区錦3-1-30

TEL 03-5285-0863　FAX 03-5285-0860
TEL 06-6323-7286　FAX 06-6323-7283
TEL 052-205-9711　FAX 052-205-9713www.japanlaser.jp – lase@japanlaser.jp

CEPHEUSは産業、自然科学、医薬用途に広く使用でき
る汎用装置です。精密微細加工やあらゆる材料の加工
に最適です。

・　切断、穴あけ、ケガキ ・　表面構造形成
・　腐食無しマーキング ・　マーキング
・　彫版  ・　材料改質

CEPHEUSは高品質・高機能のピコ秒レーザー光源で
す。

・　空冷 　・　低い稼働経費
・　コンパクト 　・　バーストモード
・　高信頼性 　・　高パルスエネルギー
・　組込み容易 　・　パルス・オンデマンド
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version 2.1｜仕様などは予告なく変更になる場合がございます。

CEPHEUS 1016 
Speci�cations

レーザータイプ

最大平均出力 (バーストモード時)

パルスエネルギー (シングルパルス)

パルス幅

周波数範囲 (内部コントロール)

周波数範囲 (外部コントロール)

ビーム品質

冷却

レーザーヘッド寸法

オプション

モードロック, パルクピック Nd:YVO4

16 W @ 500 kHz

120 μJ @ 100 kHz

< 15 ps

20 kHz, . . . , 500 kHz

single shot – 500 kHz

TEM00 (M2 < 1.5) *1

空冷

480 mm x 302 mm x 200 mm
●

●

●

●

●

高シングルパルス・エネルギー　最大 300 μJ < 20 kHz
パルスバーストエネルギー　最大 450 μJ
周波数範囲　最高 1000 kHz
SHG, THG
セーフティシャッタ

*値は全て代表値です。  *1 代表値 M2 < 1.3

東京本社
大阪支店
名古屋支店

東京都新宿区西早稲田2-14-1
大阪市東淀川区東中島1-20-12
名古屋市中区錦3-1-30

TEL 03-5285-0863　FAX 03-5285-0860
TEL 06-6323-7286　FAX 06-6323-7283
TEL 052-205-9711　FAX 052-205-9713www.japanlaser.jp – lase@japanlaser.jp

CEPHEUSは産業、自然科学、医薬用途に広く使用でき
る汎用装置です。精密微細加工やあらゆる材料の加工
に最適です。

・　切断、穴あけ、ケガキ ・　表面構造形成
・　腐食無しマーキング ・　マーキング
・　彫版  ・　材料改質

CEPHEUSは高品質・高機能のピコ秒レーザー光源で
す。

・　空冷 　・　低い稼働経費
・　コンパクト 　・　バーストモード
・　高信頼性 　・　高パルスエネルギー
・　組込み容易 　・　パルス・オンデマンド
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version 2.1｜仕様などは予告なく変更になる場合がございます。

CEPHEUS 1050 
Speci�cations

レーザータイプ

最大平均出力 (バーストモード時)

パルスエネルギー (シングルパルス)

パルス幅

周波数範囲 (内部コントロール)

周波数範囲 (外部コントロール)

ビーム品質

冷却

レーザーヘッド寸法

オプション

モードロック, パルクピック Nd:YVO4

50 W @ 1 MHz

300 μJ @ 100 kHz

< 15 ps

50 kHz, . . . , 4 MHz

single shot – 1 MHz

TEM00 (M2 < 1.5) *1

水冷

700 mm x 362 mm x 220 mm
●

●

●

●

●

高シングルパルス・エネルギー　最大 300 μJ < 100 kHz
パルスバーストエネルギー　最大 600 μJ
周波数範囲　最高 4 MHz
SHG, THG
セーフティシャッタ

*値は全て代表値です。  *1 代表値 M2 < 1.3

東京本社
大阪支店
名古屋支店

東京都新宿区西早稲田2-14-1
大阪市東淀川区東中島1-20-12
名古屋市中区錦3-1-30

TEL 03-5285-0863　FAX 03-5285-0860
TEL 06-6323-7286　FAX 06-6323-7283
TEL 052-205-9711　FAX 052-205-9713www.japanlaser.jp – lase@japanlaser.jp

CEPHEUSは産業、自然科学、医薬用途に広く使用でき
る汎用装置です。精密微細加工やあらゆる材料の加工
に最適です。

・　切断、穴あけ、ケガキ ・　表面構造形成
・　腐食無しマーキング ・　マーキング
・　彫版  ・　材料改質

CEPHEUSは高品質・高機能のピコ秒レーザー光源で
す。

・　空冷 　・　低い稼働経費
・　コンパクト 　・　バーストモード
・　高信頼性 　・　高パルスエネルギー
・　組込み容易 　・　パルス・オンデマンド




