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＊アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。 
★ 2 名以上同時申込で申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合 2 人目以降はメルマガ価格の半額です。★【セミナー対象者】デバ
イス、部材、装置メーカーの技術者、経営・企画・知財・営業等の担当者。今年入社の方にも分かり易く説明しますので、予備知識は特に必要ありませ
ん。★【セミナーで得られる知識】 ・OLEDの基礎 ・OLEDの製造技術 ・各種フレキシブルディスプレイの特徴 ・市場動向とビジネス 
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会員登録 
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新規 
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お支払方法 銀行振込・その他 お支払予定 2018年   月   日頃 
■申込方法：セミナー申込書にご記入の上 FAXまたは E-mail(re@cmcre.com)でお申し込みください。 
■セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません。ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。 
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フレキシブル OLEDの最新製造技術動向  
～OLEDと競合するフレキシブルディスプレイ技術も合わせて～ 

《出版記念セミナー》 

 

1.OLED(有機 EL)とは 
 1)技術沿革 
 2)動作原理 
 3)発光材料  
 4)電極材料 
 5)基板材料 
 6)駆動方式 
2.バックプレーン(TFT アレイ)技術 
 1)低温ポリシリコン LTPS 
 2)酸化物半導体 
3.フロントプレーン(色塗り分け)技術 
 3.1 色塗り分け技術 
     1)各色方式 

     2)カラーフィルタ方式 
  3)色変換方式 
 3.2 製造方法 
  1)真空蒸着 
  2)印刷 
4.封止技術 
5.モバイル用ディスプレイ技術比較 
 “TFT-LCD” VS “OLED” 
 1)モバイルディスプレイの使用環境 
 2)解像度 
 3)コントラスト比 
 4)消費電力 
6.フレキシブルディスプレイ 

参加申込 FAX番号 
０３-３２９１-５７８９ 

 1)ディスプレイデバイスの進化 
 2)各種フレキシブルディスプレイ

比較  
 3)基板材料とプロセス 
 4)フレキシブル OLED の製造技術

と課題 
 5)新規製造技術と材料の潮流  
7.ビジネス戦略 
 1)メーカーの投資計画 

中国：BOE、韓国：Samsug、
日本：シャープ、JDI、他 

 2)コスト構造と利益配分 
8.まとめ 

書籍を同時に購入いただくとセミナーには格安で 
ご参加いただけます。購入済みの方も同様です。 

 

http://www.cmcre.com/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

➢ ディスプレイ業界の第一人者による基礎から最新技術までの解説！ 

➢ OLED の構造、動作原理、駆動方式など基礎技術をわかりやすく解説！ 

➢ TFT 駆動 OLED(AMOLED)のバックプレーン（TFT）技術を解説！ 

➢ OLED 固有の色塗分け、封止、レーザリフトオフ技術をカラーで解説！ 

➢ OLED 用部材に対する構成、原理、特性の概要をわかりやすく解説！ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注文書 
（書籍のみ・セミナー同時申込） 

メ ル マ

ガ 会 員

の登録 

登録済み ／ 登録希望 
 

お申込み・お問合せ 

品 名 
フレキシブル OLEDの最新

技術動向 (書籍) 
価 格 

書籍： 100,000円＋税 
  

編集発行： 

㈱シーエムシー・リサーチ 
101-0054 

東京都千代田区神田錦町 
２－７ 東和錦町ビル３F 
 

ＴＥＬ：０３（３２９３）７０５３ 

ＦＡＸ：０３（３２９１）５７８９ 

URL:http://www.cmcre.com 

E-mail：re@cmcre.com 

※メルマガ会員は 
定価の 10％OFF 

セミナ

ー 

フレキシブル OLEDの最新技術動向 

出版記念セミナー 

書籍購入の場合 10,000 円 

同 時 

申 込 

価 格 

1名：10,000円(税込) 
（2名目以降25,000円また
は会員 22,500円） 

 

会社名                         ＴＥＬ   

部課名  ＦＡＸ   

お名前 
 

 
E-mail 

 

 
 

住 所 

〒 

 

＊書籍はご注文を受けた翌営業日に納品書・請求書とともに送付します。 

＊お支払いは請求書指定口座に納品日の翌月末日までに振り込みでお願いします。 
 

 
＝ 刊行にあたって ＝ 

 フレキシブル OLEDの最新技術動向」と題した本書は次の章から構成される。 
   第 1章 AMOLED 概論 
   第 2章 フレキシブルディスプレイ 
   第 3章 フレキシブル AMOLED 製造（バックプレーン技術） 
   第 4章 色塗分け技術 
   第 5章 封止技術 
   第 6章 レーザリフトオフ（LLO）ファインセルカット 
   第 7章 材料・部品 
   第 8章 Appleのビジネス戦略 
  本書の目的は、大きく分けて以下の 4 点である。 
   （1）OLEDの構造、動作原理、駆動方式など基礎技術の取得 
   （2）TFT 駆動 OLED(AMOLED)のバックプレーン（TFT）技術の取得 
   （3）OLED固有の色塗分け、封止、レーザリフトオフ技術の取得 
   （4）OLED用部材に対する構成、原理、特性の概要取得 
 したがって、この書籍 1冊で基礎から最新技術まで取得出来る構成になっている。ビジネスの観点から、Apple のビジ
ネス戦略についても触れた。 
 本書が読者諸賢にいささかでも役立つなら著者の喜びとするところであり、同時に本書の内容について、諸賢各位に御
叱責をお願いする次第である。 

鵜飼 育弘 
 

フレキシブル OLED の最新技術動向 
The Latest Technology Trend of Flexible OLED 

 鵜飼 育弘 著 
 

＜発行要項＞ 
■発行：2017年 10月 31日発行 
■定価：    100,000 円＋税 
■体裁：A4判・並製・161頁・カラー 
■編集・発行： 

(株)シーエムシー・リサーチ 
■ISBN 978-4-904482-39-1 

 
OLED（有機 EL）とは 

 

 

 
透明導電膜の比較 

 

 
OLED 発光材料 

 
フィルム有無の比較 

書籍をご購入いただいた方は、
セミナーに格安でご参加いただ

けます。 
参加費：5万円⇒1万円 


