赤外顕微鏡の概念を超えた革新的なソリューション
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出てきていた︒ 年代の主なお客様は︑

分析計測事業部 スペクトロビジネスユニット IRグループ 馬路健（右）、分析計測事業部 技術部 イメージンググループ 青位祐輔（中央右）、
分析計測事業部 技術部 アナライザーグループ 磯圭祐（中央左）、分析計測事業部 技術部 新事業開発推進グループ 横田佳澄（左）
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