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Quartz glass at its best

最高品質の石英ガラス
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Quartz glass melt with worldwide network of experienced sales partners 

Competence in the sectors of quartz glass production and finishing

Use of US raw materials for highest purity

Qualified personnel with application-specific know-how

Flexible manufacturing and individual solutions for highest variety

Different material qualities for versatile use purposes

→ 熟練した販売パートナーと世界的ネットワークで提供する溶融石英ガラス 

→ 石英ガラスの生産と仕上げ分野における卓越した能力

→ 最高の純度を有する米国産原材料の使用

→ アプリケーション固有のノウハウに卓越した技術者たち

→ 最高の品揃えのための柔軟な製造と個別のソリューション対応

→ 多様な用途に対応できる様 な々材料品質

Many good reasons …

多くのお薦めする理由 ...
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Raesch Quarz（Germany）GmbHは、溶融石英ガラス管、石英ロッド、石英リサイズ管、お
よび溶融不透明石英管を開発、製造、販売しています。  
私たちは、透過率、使用原材料の品質、および残留酸素含有量等、お客様のニーズに細心の注
意を払っています。

専任の資格のある従業員はすべてのプロセスステップを検証することにより、最高級の国際レベ
ルに対応できる石英ガラスの品質を保証します。

Raesch Quarz (Germany) GmbH develops, manufactures and sells quartz glass 
tubes, quartz glass rods, fused quartz tubes and resize tubes. We pay close attention 
to the needs of our customers, whether in terms of transmittance, the quality of raw 
materials used or the residual oxygen content.

Dedicated and qualified employees examine every single process step and thereby 
guarantee a quality of quartz glass at the topmost international level.

Qualified personnel for supreme standards 

最高水準を有する
卓越した技術者
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製品を製造する際に当社は、品質コンプライアンスと持続可能性に重点を
置いています。

これは、使用される原材料だけでなく、開発段階およびすべての単一生産
段階に適用されます。 私たちは品質第一の認識をもって、純度と精度を実
現するための基準を定めました。
それは、お客様の成功に貢献する石英管のご提供です。

When fabricating our produces, we put our main focus on quality compliance and 
sustainability. 

This applies to the raw materials used, as well as to the development and every single 
production step. With our quality awareness, we set standards in terms of purity and 
precision – for your successful product!

品質第一の対応
Quality before Quantity
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Langewiesen（ドイツ）の生産拠点では、ハイテク生産ライン
を使用して個 の々石英ガラス製品を開発、製造しています。 こ
れらは、高品質な原材料の使用により優れた光学的、機械的
および熱的性質を有します。

これらの製品は、最高の純度と高精度の製造プロセスによ
り、半導体ウェハー業界、化学工業、自動車業界、および光フ
ァイバーの製造工程に使用されています。

姉妹会社のRaesch Quarz（Malta）Ltd.は、石英ガラス
の加工処理に特化したサービスを提供いたします。 
加工処理には、石英ガラス切削、石英ガラス洗浄、および石英
ガラス特殊コーティングサービスが含まれます。

At our production site in Langewiesen (Germany), we develop and manu-
facture individual quartz glass goods using high-tech production lines. 
These products have excellent optical, mechanical and thermal properties 
due to the use of prime raw materials.

Because of their utmost purity and precise processing, our products are 
used in the wafer fab industry, the chemical industry, the automotive sector 
and in the production of optical fibers. Our sister company Raesch Quarz 
(Malta) Ltd is specialized on the further processing of own quartz glass 
products. These post-processing steps include quartz glass cutting, quartz 
glass cleaning and quartz glass coatings.

個々のソリューション提案が私たちの標準
‑ 25 年以上の豊富な経験

Individual solutions are our standard 
 – for more than 25 years now 
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より大口径へと
	

Raesch-Quartz

ワンステップ溶融テクノロジーにより、最高品質の石英ガラス管を中間ステ
ップを使用することなく直接加工方式で製造しています。 最先端の溶融石
英製造炉により、外径7mmから310mmの石英ガラス管を提供いたします。

実績のある石英原材料の調製およびドーピングにより、多種多様な石英ガラ
ス特性の製品ポートフォリオを実現いたします。

In a so-called one-step melt technology, we draw our quartz glass tubes of the high-
est quality directly and without further intermediate steps. State-of-the-art smelting 
furnaces allow outside diameters from 7 mm to 310 mm.

The preparation and doping of the used quartz sand enables us to offer a wide port-
folio of different quartz glass characteristics.

Big, bigger, Raesch-Quartz
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今、リサイズも大口径を考える時！
Think bigger in Quartz!

当社内のリサイズセンターでは、熟練の高い加工技
能者が、高精度なリサイズ石英管の製作を実現して
います。

最大能力の旋盤により、1.000 mm径までのリサイ
ズ管の製造が可能です。

当社が提供するリサイズ管は、高純度と耐化学薬品
性が要求されるウェーハ製造用反応炉や化学業界
における高温プロセスで使用されます。

個々のアプリケーションに要求される大口径と個別
対応が当社の強みです。

In our in-house Resize Center, highly qualified glassblowers ennoble 
our quartz glass tubes.

At our most powerful glass lathes, the original diameter is increa-
sed up to 1,000 mm.

Due to their high grade of purity and chemical resistance, Raesch 
resize tubes are used in high-temperature processes as reaction 
cylinders for wafer production as well as the chemical industry.

Individual tube diameters and special challenges are our strength.
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Raesch Quarz（Germany）GmbHは、石英ガラス管に加えて、様
な々材料特性を備えた石英ロッドを製造しています。

プロセスチャンバ装置内での正確なセンタリングに要求される非常
に高い機械的安定性と低たわみを有する気泡のない石英ロッド材
料を提供しています。

優れた真円度により、当社のロッドは、回転対称の製造プロセスに
おける高度な要求を満たしています。

In addition to quartz glass tubes, Raesch Quarz (Germany) GmbH also 
produces quartz glass rods with versatile material properties.

For precise centering of process chambers, we provide bubble-free quartz 
rod material with extremely high mechanical stability and low deflection.

Thanks to their excellent roundness, our rods meet even the highest de-
mands in rotationally symmetric production processes.

石英ガラスロッド – 
強靭で安定した形状
Quartz glass rods – robust and form-stable
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石英ガラスの高温耐性、低比膨張係数および寸法安定
性は、高熱応力環境下のプロセスまたは製造ステップ
では、欠く事のできない必要条件です。当社の溶融不透
明石英管は、 他の材料では対応できない最適な材料
です、

この理由により、私たちの溶融不透明石英管は耐火物
製造工程やカムシャフトの製造における「ロストキャスト
鋳造」に使用されています。

The high temperature resistance, its low specific expansion coefficient 
and the associated dimensional stability of quartz glass are optimal 
prerequisites for use in highly thermally stressed processes or 
productions steps. No other material is better suited.

Due to that reason, our fused quartz tubes are found in refractory prod-
ucts or as so-called „lost casting core“ in the manufacture of camshafts.

溶融不透明石英管	–	Novosil® 
Satin quartz tubes – Novosil® 
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私たちは、高度な要求に対して、お客様やパートナー
との緊密な連携により、革新的なアイデア創造と比類
のないソリューションにより短期間での導入を可能
にします。

私たちは、深い知識と一貫した達成目標の設定により、
お客様の成功を実現するため、ユニークな製品でお客
様をサポートします。

In close collaboration with our customers and partners, we deve-
lop innovative ideas from complex requirements and at the 
same time enable the short-term implementation of even 
unusual solutions.

With in-depth knowledge and consistent target tracking, we 
support you with unique products 
to achieve your goals.

ハイテクプロセスでの最大のノウハウ
Maximum know-how for high-tech processes
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Raesch Quarz（Germany）GmbHは、世界7拠点に展開され、多数の国に納入されています。
生産と開発の施設がある当社は、ドイツ中部に拠点を置いています。

米国、中国、日本、インド、韓国、ロシア、東南アジアにおける代理店、および2013年にグループ入りした
Hönle groupeの豊富な販売ネットワークを通じ、石英ガラスおよび石英ガラス製品の世界的な有力
パートナーです 。

Raesch Quarz (Germany) GmbH is represented at seven locations worldwide and delivers to all countries.
Our company, where production and development facilities are located, is based in central Germany. 

With representations in the US, China, Japan, India, Korea, Russia and Southeast Asia as well as the dense sales network of the 
Hönle Group, to which we belong since 2012, we are a competent partner worldwide for quartz glass and quartz glass products.

Raesch	Quarz（ドイツ）GmbH	-	
石英ガラス製品の世界的パートナー
Raesch Quarz (Germany) GmbH – 

your worldwide partner for quartz glass products

www.raesch.net



www.raesch.net


