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九州半導体イノベーション協議会
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目15-19 KS・T駅東ビル302号
TEL 092-473-6649　FAX 092-473-6488

参考資料）社団法人 電子技術産業協会「ICガイドブック ー2009年度版ー よくわかる半導体」
 社団法人 電子技術産業協会「FPDガイドブック ー2009年度版ー」
 産業タイムズ「半導体産業計画総覧 2009-2010年度版」
 産業タイムズ「半導体産業新聞」
 九州イノベーション創出協議会（KICC）「開放機器データベース」
 「九州とアジアの半導体実装関連データベース2009」
 MAP2009実行委員会・財団法人九州経済調査協会

※その他各事業所に対するアンケート結果を基に作成
※2009年11月4日時点○九州半導体イノベーション協議会 C



主
要
企
業
・
工
場
立
地
マ
ッ
プ

九
州
の
半
導
体
関
連
産
業

Semiconductor Industry in KyushuSemiconductor Industry in Kyushu Semiconductor Industry in KyushuSemiconductor Industry in Kyushu

020 1

業
種
凡
例

■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程
　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）

　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析
■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト
　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池

　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス
　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池
　E7 ： その他
■ 電子機器・部品

　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装
■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア

※＜　＞内は設立年

　福岡県
●1 北九州市戸畑区
新日鐵化学株式会社 九州製造所［E7］〈1956年～〉
　フレキシブルプリント基板用無接着
剤銅張積層板、有機EL材料

●2 北九州市小倉北区
株式会社東芝セミコンダクター社
北九州工場［A3.A4］〈1920年～〉
　発光ダイオード（LED）
●3 福岡市博多区
アルバック九州株式会社［D4.D8］〈1977年～〉
　半導体・FPD用真空装置
●4 福岡市西区
株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡
［A3.A4］〈2003年～〉
　バイポーラIC、アナログIC
三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所
［A5.A6］〈1981年～〉
　パワーデバイス・モジュール
●5 福岡市早良区
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式
会社 九州本社［A2］〈1985年～〉
　システムLSI、イメージセンター、セ
ルライブラリィの開発・設計

　大分県
●1 大分市
株式会社東芝セミコンダクター社 大分
工場［A3.A4］〈1970年～〉
　システムLSI、DRAM混載システム
LSI
●2 中津市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式
会社 大分工場［A5.A6］〈1985年～〉
　産業用MOS IC、LSI
●3 国東市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 大分
テクノロジーセンター［A5.A6］〈1984年～〉
　MOS系LSI、基板実装開発（3次元
実装、モジュール基板実装等）、パッ
ケージ開発
●4 速見郡日出町
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 
日出工場［A3.A4.A5.A6］〈1973年～〉
　ミックスド・シグナルIC、ICパッケージ

　佐賀県
●1 鳥栖市
東京エレクトロン九州株式会社　佐賀
事業所［D1］〈1990年～〉
　半導体洗浄装置
●2 伊万里市
株式会社SUMCO 伊万里事業所［E1］
〈2005年～〉
　シリコンウエハ
●3 武雄市
豊田合成株式会社 佐賀工場［A3.A4.A5.A6］
〈2008年～〉
　窒化ガリウム系LED
●4 杵島郡江北町
株式会社SUMCO 佐賀事業所［E1］
〈2005年～〉
　シリコンウエハ、単結晶シリコンイ
ンゴット

　長崎県
●1 諫早市
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会
社 長崎支社［A2］〈2006年～〉
　システムLSIの開発・設計
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 長崎
テクノロジーセンター［A3.A4］〈1987年～〉
　MOS IC、 CMOS撮像素子
三菱重工業株式会社　長崎造船所 
諫早工場［C］〈1985年～〉
　アモルファス型太陽電池 微結晶タ
ンデム型太陽電池

　熊本県
●1 熊本市
NECセミコンダクターズ九州・山口
株式会社［A3.A4.A5］〈2008年～〉
　制御系車載LSI、フラッシュマイコン
MPU、専用ロジック、ゲートアレイ

NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 
熊本川尻工場［A3.A4］〈1969年～〉
　システムLSI、マイクロコンピュータ
●2 合志市
東京エレクトロン九州株式会社 合志
事業所［D1］〈1990年～〉
　半導体製造装置
三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所 
熊本工場［A3.A4］〈1967年～〉
　パワー半導体
メルコ・ディスプレイ・テクノロジー
株式会社［B］〈2002年～〉
　TFTカラー液晶ディスプレイモ
ジュールの開発製造
●3 玉名郡南関町
富士電機システムズ株式会社　熊本
工場［C］〈2006年～〉
　フィルムタイプアモルファス太陽電池
●4 菊池郡大津町
テラダイン株式会社 熊本事業所［D3］〈1973年～〉
　自動検査装置（リニア・ミックスドシ
グナル、CCD、ロジック）

東京エレクトロン九州株式会社 大津事業所
［D4］〈1995年～〉
　LCD向けコータ・デベロッパー
株式会社ホンダソルテック［C］〈2006年～〉
　CIGS薄膜太陽電池
株式会社ルネサステクノロジ 熊本事業所
［A5.A6］〈2003年～〉
　フラッシュメモリ、SRAM、フラッ
シュ内蔵マイコン

　鹿児島県
●1 薩摩川内市
京セラ株式会社 鹿児島川内工場［E6］
〈1969年～〉
　半導体部品、液晶用カラーフィル
タ、ファインセラミック
●2 日置市
パナソニックセミコンダクターオプトデバイ
ス株式会社［A3.A4.A5.A6］〈2008年～〉
　LED、フォトセンサー、LEDパネル
ディスプレイ、液晶表示モジュール、
バックライト・フロントライト、PDP
データドライバーモジュール

　宮崎県
●1 宮崎市
昭和シェルソーラー株式会社 宮崎プラント［C］
〈2007年～〉
　薄膜系（CIS）太陽電池
●2 延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社 
［A3.A4.A5.A6］〈2007年～〉
　通信・ネットワーク用LSI ミックスト
シグナルIC、、磁気センサー（ホール
素子、ホールIC等）

旭化成マイクロシステム株式会社 延岡
事業所［A3.A4.A5.A6］〈1983年～〉
　通信用LSI、オーディオ・ビデオ用
LSI
●3 宮崎郡清武町
OKIセミコンダクタ宮崎株式会社
［A3.A4.A5.A6.A7 ］〈2008年～〉
　ロジック（LCDドライバ、マイコン等）、
ファンダリーサービス（Power MOS、
HVCMOS, BCD, EEPROM）

昭和シェルソーラー株式会社 宮崎第2
プラント［C］〈2008年～〉
　薄膜系（CIS）太陽電池

株式会社ルネサス九州セミコンダクタ
［A5.A6］〈2003年～〉
　IC、LSIの組立・試験 半導体受託生
産（開発・組立・検査）

●5 菊池郡菊陽町
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 熊本テクノ
ロジーセンター［A3.A4.A5.A6］〈2001年～〉
　CCD・CMOS撮像素子、H-LCD、
SXRD

●6 葦北郡芦北町
株式会社テラプローブ 九州事業所［A4.A6］
〈2006年～〉
　ウエハテスト（メモリ、ロジック、
SoC） バーン・イン ファイナルテスト

●7 球磨郡錦町
NECセミコンダクターズ九州・山口株式
会社 熊本錦工場［A5.A6］〈1981年～〉
　マイクロコンピュータ、システムLSI

●3 霧島市
アルバック九州株式会社 鹿児島事業所
［D1］〈1982年～〉
　スパッタリング装置、真空蒸着装
置、真空排気装置、真空溶接炉等

京セラ株式会社 鹿児島国分工場［E7］
〈1972年～〉
　積層セラミックコンデンサ、セラ
ミックフィルタ、積層PKG、薄膜
PKG、機械構造部品
京セラ株式会社 鹿児島隼人工場［B］
〈1983年～〉
　STN方式LCD
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 鹿児島テクノ
ロジーセンター［A3.A4.A5.A6］〈1973年～〉
　バイポーラIC、MOSロジック、
CCD・CMOS撮像素子、H-LCD、
MMIC、SXRD
●4 姶良郡湧水町
ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社
［A3.A4.A5.A6］〈1987年～〉
　MOSLSI、音源向けLSI

ソニーセミコンダクタ九州株式会社
［A2.A3.A4.A5.A6］〈2001年～〉
　バイポーラIC、MMIC、MOSIC、
CCD、CMOSセンサー、H-LCD、
SXRD、半導体実装製品
●6 柳川市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式
会社 福岡工場［A5.A6］〈1979年～〉
　マイクロコンピュータ、システム
LSI
●7 筑後市
ローム・アポロデバイス株式会社
［A3.A4］〈1990年～〉
　モノリシックIC、トランジスタ
●8 八女郡広川町
ローム･アポロ株式会社［A5.A6］
〈1969年～〉
　トランジスタ・ダイオード・タンタル
コンデンサ・モノリシックIC
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注）複数にまたがる企業・事業所はダブルカウントしている。そのため企業・事業所における縦軸、横軸の合計は、総計と一致しない。
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半導体関連材料・部材　246事業所

シリコンウェハ 12事業所 マスク 19事業所 ガス・薬品 21事業所

FPD・太陽電池 14事業所 インターポーザー 6事業所 冶具・金型 84事業所
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注）有効回答数152、複数回答あり

資料）九州半導体・FPD関連産業集積マップアンケートより作成

九州の半導体関連産業の構造

各県別企業（本社・事業所）・支援機関数

海外進出状況

半導体関連企業・事業所の保有機能

半導体製造
FPD
太陽電池
装置
材料
電子機器・部品
設備
総計
公的機関
大学
大学付属研究センター
TLO
特許付属機関
産学連携センター
地域プラットフォーム
総計
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1
0
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0
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1
2
3
1
0
2
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1
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0
1
0
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1
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0
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0
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1
2
1
1
0
1
1
7
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総計  
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9
6
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24
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8
5
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8

129
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企 

業
・
事
業
所

支
援
機
関

企業・事業所支援機関総計

（%）

（%）

（%）

（%）

注1）事業所ベースでカウント　注2）　　　複数の業種にまたがる事業所はダブルカウントしている
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　福岡県
●1 北九州市戸畑区
新日鐵化学株式会社 九州製造所［E7］〈1956年～〉
　フレキシブルプリント基板用無接着
剤銅張積層板、有機EL材料
●2 北九州市小倉北区
株式会社東芝セミコンダクター社
北九州工場［A3.A4］〈1920年～〉
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●3 福岡市博多区
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［A3.A4］〈2003年～〉
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三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所
［A5.A6］〈1981年～〉
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●5 福岡市早良区
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式
会社 九州本社［A2］〈1985年～〉
　システムLSI、イメージセンター、セ
ルライブラリィの開発・設計

　大分県
●1 大分市
株式会社東芝セミコンダクター社 大分
工場［A3.A4］〈1970年～〉
　システムLSI、DRAM混載システム
LSI

●2 中津市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式
会社 大分工場［A5.A6］〈1985年～〉
　産業用MOS IC、LSI
●3 国東市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 大分
テクノロジーセンター［A5.A6］〈1984年～〉
　MOS系LSI、基板実装開発（3次元
実装、モジュール基板実装等）、パッ
ケージ開発
●4 速見郡日出町
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 
日出工場［A3.A4.A5.A6］〈1973年～〉
　ミックスド・シグナルIC、ICパッケージ

　佐賀県
●1 鳥栖市
東京エレクトロン九州株式会社　佐賀
事業所［D1］〈1990年～〉
　半導体洗浄装置
●2 伊万里市
株式会社SUMCO 伊万里事業所［E1］
〈2005年～〉
　シリコンウエハ
●3 武雄市
豊田合成株式会社 佐賀工場［A3.A4.A5.A6］
〈2008年～〉
　窒化ガリウム系LED
●4 杵島郡江北町
株式会社SUMCO 佐賀事業所［E1］
〈2005年～〉
　シリコンウエハ、単結晶シリコンイ
ンゴット

　長崎県
●1 諫早市
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会
社 長崎支社［A2］〈2006年～〉
　システムLSIの開発・設計
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 長崎
テクノロジーセンター［A3.A4］〈1987年～〉
　MOS IC、 CMOS撮像素子
三菱重工業株式会社　長崎造船所 
諫早工場［C］〈1985年～〉
　アモルファス型太陽電池 微結晶タ
ンデム型太陽電池

　熊本県
●1 熊本市
NECセミコンダクターズ九州・山口
株式会社［A3.A4.A5］〈2008年～〉
　制御系車載LSI、フラッシュマイコン
MPU、専用ロジック、ゲートアレイ

NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 
熊本川尻工場［A3.A4］〈1969年～〉
　システムLSI、マイクロコンピュータ
●2 合志市
東京エレクトロン九州株式会社 合志
事業所［D1］〈1990年～〉
　半導体製造装置
三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所 
熊本工場［A3.A4］〈1967年～〉
　パワー半導体
メルコ・ディスプレイ・テクノロジー
株式会社［B］〈2002年～〉
　TFTカラー液晶ディスプレイモ
ジュールの開発製造
●3 玉名郡南関町
富士電機システムズ株式会社　熊本
工場［C］〈2006年～〉
　フィルムタイプアモルファス太陽電池
●4 菊池郡大津町
テラダイン株式会社 熊本事業所［D3］〈1973年～〉
　自動検査装置（リニア・ミックスドシ
グナル、CCD、ロジック）

東京エレクトロン九州株式会社 大津事業所
［D4］〈1995年～〉
　LCD向けコータ・デベロッパー
株式会社ホンダソルテック［C］〈2006年～〉
　CIGS薄膜太陽電池
株式会社ルネサステクノロジ 熊本事業所
［A5.A6］〈2003年～〉
　フラッシュメモリ、SRAM、フラッ
シュ内蔵マイコン

　鹿児島県
●1 薩摩川内市
京セラ株式会社 鹿児島川内工場［E6］
〈1969年～〉
　半導体部品、液晶用カラーフィル
タ、ファインセラミック
●2 日置市
パナソニックセミコンダクターオプトデバイ
ス株式会社［A3.A4.A5.A6］〈2008年～〉
　LED、フォトセンサー、LEDパネル
ディスプレイ、液晶表示モジュール、
バックライト・フロントライト、PDP
データドライバーモジュール

　宮崎県
●1 宮崎市
昭和シェルソーラー株式会社 宮崎プラント［C］
〈2007年～〉
　薄膜系（CIS）太陽電池
●2 延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社 
［A3.A4.A5.A6］〈2007年～〉
　通信・ネットワーク用LSI ミックスト
シグナルIC、、磁気センサー（ホール
素子、ホールIC等）

旭化成マイクロシステム株式会社 延岡
事業所［A3.A4.A5.A6］〈1983年～〉
　通信用LSI、オーディオ・ビデオ用
LSI

●3 宮崎郡清武町
OKIセミコンダクタ宮崎株式会社
［A3.A4.A5.A6.A7 ］〈2008年～〉
　ロジック（LCDドライバ、マイコン等）、
ファンダリーサービス（Power MOS、
HVCMOS, BCD, EEPROM）

昭和シェルソーラー株式会社 宮崎第2
プラント［C］〈2008年～〉
　薄膜系（CIS）太陽電池

株式会社ルネサス九州セミコンダクタ
［A5.A6］〈2003年～〉
　IC、LSIの組立・試験 半導体受託生
産（開発・組立・検査）
●5 菊池郡菊陽町
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 熊本テクノ
ロジーセンター［A3.A4.A5.A6］〈2001年～〉
　CCD・CMOS撮像素子、H-LCD、
SXRD
●6 葦北郡芦北町
株式会社テラプローブ 九州事業所［A4.A6］
〈2006年～〉
　ウエハテスト（メモリ、ロジック、
SoC） バーン・イン ファイナルテスト

●7 球磨郡錦町
NECセミコンダクターズ九州・山口株式
会社 熊本錦工場［A5.A6］〈1981年～〉
　マイクロコンピュータ、システムLSI

●3 霧島市
アルバック九州株式会社 鹿児島事業所
［D1］〈1982年～〉
　スパッタリング装置、真空蒸着装
置、真空排気装置、真空溶接炉等

京セラ株式会社 鹿児島国分工場［E7］
〈1972年～〉
　積層セラミックコンデンサ、セラ
ミックフィルタ、積層PKG、薄膜
PKG、機械構造部品

京セラ株式会社 鹿児島隼人工場［B］
〈1983年～〉
　STN方式LCD
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 鹿児島テクノ
ロジーセンター［A3.A4.A5.A6］〈1973年～〉
　バイポーラIC、MOSロジック、
CCD・CMOS撮像素子、H-LCD、
MMIC、SXRD

●4 姶良郡湧水町
ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社
［A3.A4.A5.A6］〈1987年～〉
　MOSLSI、音源向けLSI

ソニーセミコンダクタ九州株式会社
［A2.A3.A4.A5.A6］〈2001年～〉
　バイポーラIC、MMIC、MOSIC、
CCD、CMOSセンサー、H-LCD、
SXRD、半導体実装製品
●6 柳川市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式
会社 福岡工場［A5.A6］〈1979年～〉
　マイクロコンピュータ、システム
LSI
●7 筑後市
ローム・アポロデバイス株式会社
［A3.A4］〈1990年～〉
　モノリシックIC、トランジスタ
●8 八女郡広川町
ローム･アポロ株式会社［A5.A6］
〈1969年～〉
　トランジスタ・ダイオード・タンタル
コンデンサ・モノリシックIC
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（単位：社・事業所、機関）

注）複数にまたがる企業・事業所はダブルカウントしている。そのため企業・事業所における縦軸、横軸の合計は、総計と一致しない。

電子機器・部品　105事業所

設計・製造　80事業所 基板・実装　42事業所

半導体関連装置・設備　243事業所

太陽電池　6事業所

FPD　28事業所

テスト　47事業所

後工程　45事業所

前工程　37事業所

部材
53事業所

メンテナンス　17事業所

FPD製造 9事業所

太陽電池製造 6事業所

半導体製造　134事業所

評価・解析 19事業所

ファイナルテスト 75事業所

後工程（パッケージ） 103事業所

ウエハテスト 22事業所

前工程 16事業所

半導体設計・設計ツール 65事業所

設計ツール 9事業所

半導体設計 58事業所

ソフトウェア（組込みソフト）
22事業所

その他サービス 15事業所

半導体関連設備
24事業所

半導体関連材料・部材　246事業所

シリコンウェハ 12事業所 マスク 19事業所 ガス・薬品 21事業所

FPD・太陽電池 14事業所 インターポーザー 6事業所 冶具・金型 84事業所
その他

108事業所

その他
65事業所

太陽光パネル・FPD製造 15事業所

中国
ASEAN諸国

台湾
北米
韓国

その他アジア
欧州

商品開発

研究開発

調達・購買

製造

販売・営業

国際事業

21.9　　　 　　　　　　　　  

36.0　　  　　　　　  

29.2 　　　　　　　　　  

67.6

46.3　     　　　

8.1　   　　　　　　　　　　　　　　 

36.8　　

27.6 　　　　　　

42.1

77.1
57.1   　     　　　　

54.3   　         　　　　
40.0     　       　　　　　　　　    

37.1     　        　　　　　　　　　　 
34.3     　        　　　　　　　　　　　 

11.4                   　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.7        　  　               　　　　　　　　　　　　　　　　　　

51.6  　 
41.9      　　　　　 

29.0          　  　　　　　　　　　
16.1              　　 　　　　　　　　　　　　　　

9.7                   　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 
6.5              　    　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
6.5                  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
              　   　 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

海外取引の有無

海外拠点の有無

直接取引している

（商社経由など）
間接取引をしている

取引していない

営業拠点の立地地域

中国
台湾

ASEAN諸国
北米
欧州
韓国

その他アジア
その他

製造拠点の立地地域

なし
70.0%

製造拠点あり
5.0%

営業拠点あり
7.8%

営業、製造拠点あり
17.2%なし

70.0%

製造拠点あり
5.0%

営業拠点あり
7.8%

営業、製造拠点あり
17.2%

注）有効回答数152、複数回答あり

資料）九州半導体・FPD関連産業集積マップアンケートより作成

九州の半導体関連産業の構造

各県別企業（本社・事業所）・支援機関数

海外進出状況

半導体関連企業・事業所の保有機能

半導体製造
FPD
太陽電池
装置
材料
電子機器・部品
設備
総計
公的機関
大学
大学付属研究センター
TLO
特許付属機関
産学連携センター
地域プラットフォーム
総計

福岡県
82
2
1
91
105
40
11
304
7
24
27
2
3
7
2
72
376

佐賀県
4
0
0
10
22
3
2
36
4
1
2
1
1
1
1
11
47

長崎県
10
2
1
11
11
8
3
44
2
2
2
1
1
1
1
10
54

熊本県
34
3
2
67
45
15
4

149
3
3
4
1
0
1
1
13
159

大分県
28
0
0
33
22
16
2
85
1
2
3
1
0
2
1
10
95

宮崎県
14
0
2
13
22
12
2
52
1
1
0
1
0
2
1
6
58

鹿児島県　　　　
19
2
0
18
19
11
0
65
1
2
1
1
0
1
1
7
72

総計  
191
9
6

243
246
105
24
735
19
35
39
8
5
15
8

129
861

企 

業
・
事
業
所

支
援
機
関

企業・事業所支援機関総計

（%）

（%）

（%）

（%）

注1）事業所ベースでカウント　注2）　　　複数の業種にまたがる事業所はダブルカウントしている
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設計ツール・設計

シリコンウエハ・マスク

ウエハプロセス

ガス・薬品

装置（前工程）

　●1 福岡県
北九州市若松区
イーエヌジー株式会社［A2］
　プロセス設計、デバイス設計、回路設計
株式会社ウエイブコム ひびきの開発センター［A2］
　音声認識エンジンを用いたミドルウェア、雑音除去LSI
株式会社シスウェーブ 九州事業所 北九州テクニカルセンター［A2］
　LSI設計・開発
株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ［A1］
　SiP概略設計ツール
株式会社ジーダット・イノベーション［A1］
　次世代システムLSI（ミックスドシグナルLSI）設計
用EDAシステム

大日本印刷株式会社 DNPひびきの研究センター［A2］
　LSIの設計・システム開発
ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社 北九州本社［A2］
　Mixed Signal IC、RFアナログ IC、プラットフォー
ム、システム開発、アルゴリズム開発、LSIターン
キーサービス
株式会社リアルビジョン北九州［A2］
　グラフィックス＆ビデオ（LSI、ボード、関連ソフ
ト）、ASICデザインサービス、LSI設計、EDAソフ
トウェア、コンサルティング
北九州市小倉北区
ザインエレクトロニクス株式会社 九州デザインセンター［A2］
　ミックスドシグナルLSI、電源LSIの設計・開発
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 北九州事業所［A2］
　バイポーラIC、Bi-CMOS LSI
北九州市八幡東区
セイコーエプソン株式会社 北九州オフィス［A2］
　インクジェットプリンタの設計、ファームウエア設計
TOTOKI［A2.H］
　デジタルLSI仕様検討・設計、組込みマイコンソフ
トウエア
北九州市八幡西区
有限会社ネオエンジニアリング［A2］
　デジタル・アナログLSI設計・開発（FPDドライ
バー等）
福岡市博多区
エイテックス株式会社［A2］
　FPGA回路設計、ファームウエア開発
戸田テクノロジーサービス株式会社［A2］
　LSI受託設計開発
株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター
福岡デザインセンター［A2.F2］
　LSI開発、ソフトウェア開発、プリント基板設計製造
日本システムウエア株式会社 福岡事業部［A2］
　システムLSI論理設計
株式会社ロジック・リサーチ R&Dセンター［A2］
　LSI設計、次世代LSIの研究開発

福岡市中央区
株式会社SRA西日本［A2］
　ソフトウェア開発等
株式会社沖ネットワークエルエスアイ 九州デザインセンタ［A2］
　半導体デバイス設計
株式会社DNPエル・エス・アイ・デザイン［A2］
　LSIデザイン（ロジック、回路、パターン）、テスト
福岡市南区
株式会社FCCテクノ［A2］
　LSI設計・テスト・評価・解析、人材派遣
福岡市早良区
株式会社アドバンテック 九州営業所［A2］
　システムLSIの設計・開発
有限会社アナロジスト［A2］
　アナログ半導体回路の設計、IP販売及び技術コンサ
ルティング
株式会社アルス・リサーチ・システム［A2.H］
　FPGAの開発、組込システムのソフト・ハードウエ
ア開発、半導体テスター周辺設備設計開発、制御系
ソフト・ハードウェア開発
有限会社ウィンダム［A2］
　LSI開発、LSIテスターの開発等
ガイオ・テクノロジー株式会社［A2.H］
　組込みソフトウエア・ハードウエアの開発、サポート
ケイレックス・テクノロジー株式会社 福岡テクノロジー
センター［A1.H］
　EDA関連のコンサルティング及びソフト開発
株式会社システム・ジェイディー［A2.A1］
　システムLSIテスト設計 CADの開発及び設計
システムリンク株式会社［A2.F1.F2］
　システムLSI検査・試験・検証、無線データロガー
システム構築、画像処理装置設計、制御ソフトアプ
リケーション

株式会社スターワークス 福岡テクニカルセンター［A2］
　システムLSI設計、評価、検証
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 九州本社［A2］
　システムLSI、イメージセンター、セルライブラ
リィの開発・設計
ディー・エー・ピーテクノロジーズ株式会社［A2］
　アナログ回路設計、プラットフォーム開発
株式会社ナノデザイン［A2.H］
　半導体集積回路の開発、半導体集積回路開発用ソフ
トウエアの開発

株式会社日立超LSIシステムズ 九州開発センター［A2］
　メモリ、マイコン、システムLSIの開発・設計、各
種システム製品の設計、ITソリュ－ション事業
ひびきのシステムラボ株式会社［A2.A1］
　LSIフルターンキー開発ビジネス、FPGA開発、
FPGA応用システム開発 次世代フル3次元SiP設計
用CAD
株式会社マロウ［A2］
　システムLSI、I/Oの開発設計、モジュール設計
株式会社横浜アートニクス［A2.F2］
　設計（電子回路）、FPGA・PLDのプログラムデバ
イスの開発、プリント基板アートワーク設計・製作

福岡市西区
ネクストデザイン有限会社［A2.H］
　システムLSI応用ソフト開発、Javaアプリケーショ
ン開発

　●3 長崎県
長崎市
テスト・リサーチ・ラボラトリーズ株式会社 ［A1］
　アナログ・デジタル混載集積回路設計、評価、量産
検査に関する事業
諫早市
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 長崎支社［A2］
　システムLSI開発・設計

　●4 熊本県
玉名市
株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター
熊本デザインセンター［A2］
　LSI設計（汎用・カスタム）
上益城郡益城町
NECマイクロシステム株式会社［A2.H］
　マイクロコンピュータ製品、メモリ製品、ASIC製
品、用途別専用LSI製品、顧客カスタムLSI製品、マ
イコンソフト製品
株式会社シスウェーブ 九州事業所 熊本テクニカルセ
ンター［A2］
　LSI設計・開発

　●6 宮崎県
宮崎市
旭化成マイクロシステム九州株式会社 宮崎デザインセンター［A2］
　携帯電話・デジタル家電向け半導体設計・開発
宮崎郡清武町
ラトック･システム･エンジニアリング株式会社
宮崎ソフトウエアラボラトリィ［A2］
　ULSI、CADシステム開発、半導体微小欠陥検査装置
児湯郡新富町
吉川エレクトロニクスエンジニアリング株式会社［A2.A4.A5.A6.A7］
　フレームレスパッケージ開発、非接触IC用のパッ
ケージ・テスト設計

　●1 福岡県
北九州市戸畑区
旭硝子株式会社 北九州工場［E2］
　合成石英ガラスウエハ・マスク基板、SiC製品
福岡市中央区
信越化学工業株式会社 福岡支店［E1］
　半導体シリコン等の販売
福岡市早良区
HOYA株式会社 福岡マーケティング・テクニカルセンター
［E2］
　LCD・LSI用フォトマスク
大牟田市
三井金属鉱業株式会社 三池レアメタル工場［E2］
　LTOターゲット、各種スパッタリングターゲット
糟屋郡粕屋町
九栄スクリーン株式会社［E2］
　ガラスマスク、スクリーンマスク、メタルマスク

　●2 佐賀県
佐賀市
JSRマイクロ九州株式会社［E2］
　半導体用フォトジスト、LCD用材料
株式会社プロセス・ラボ・ミクロン 九州工場［E2］
　メタルマスク
多久市
ミタニマイクロニクス九州株式会社［E2］
　スクリーンマスク、フォトマスク

伊万里市
株式会社SUMCO 伊万里事業所［E1］
　シリコンウエハ
小城市
株式会社九州ミタニ［E2］
　スクリーンマスク、フォトマスク
杵島郡江北町
株式会社SUMCO 佐賀事業所［E1］
　シリコンウエハ、単結晶シリコンインゴット

　●3 長崎県
諫早市
株式会社マイクロマテリアルズジャパン［E1］
　シリコンウエハ、インゴットのリサイクル
大村市
SUMUCO TECHXIV株式会社［E1］
　半導体用高純度シリコンウェハ
フジミファインテクノロジー 長崎工場［E1］
　再生ウエハ・モニタウエハなど（8～12インチウエ
ハの研磨加工）
東彼杵群川棚町
コバレントマテリアル長崎株式会社［E2.E6］
　半導体部材関連および耐火物、LSI製造用フォトマ
スク材、液晶ディスプレイ製造用大型フォトマスク

　●4 熊本県
荒尾市
平井精密工業株式会社 熊本事業所［E2.E5］
　半導体部品（L/F、BGAヒートシンク、マスク）
水俣市
水俣電子株式会社［E1］
　高純度シリコンウェハスライス加工

菊池郡大津町
濱田重工株式会社 シリコンウェハー事業部 熊本工場［E1］
　シリコンウェハ再生
阿蘇郡西原村
株式会社共和 熊本工場［E2］
　絶縁材料

　●6 宮崎県
宮崎郡清武町
SUMUCO TECHXIV株式会社 宮崎工場［E1］
　シリコンウエハ
晨星興産株式会社［E1］
　シリコンインゴットの切断・面取り・研磨

　●7 鹿児島県
鹿児島市
株式会社モレックス喜入［E2］
　フォトマスク、回路設計、スクリーンマスク、エッ
チング、自動化設備
姶良郡湧水町
株式会社KNプラッツ　九州工場［E1］
　シリコンウエハの研磨加工

　●1 福岡県
北九州市小倉北区
株式会社東芝セミコンダクター社 北九州工場［A3］
　発光ダイオード（LED）
福岡市西区
株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡［A3.A4］
　バイポーラIC、アナログIC
筑後市
ローム・アポロデバイス株式会社［A3.A4］
　モノリシックIC、トランジスタ

　●2 佐賀県
武雄市
豊田合成株式会社 佐賀工場［A3.A4.A5.A6］
　窒化ガリウム系発光ダイオード（青色LED等）

　●3 長崎県
諫早市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 長崎テクノロジー
センター［A3.A4］
　MOS IC、CMOS撮像素子

　●4 熊本県
熊本市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 熊本川尻
工場［A3.A4］
　システムLSI マイクロコンピュータ
合志市
三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所 熊本工場［A3.A4］
　パワー半導体

菊池郡菊陽町
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 熊本テクノロジー
センター［A3.A4.A5.A6］
　CCD・CMOS撮像素子、H-LCD、SXRD
葦北郡芦北町
株式会社テラプローブ 九州事業所［A4.A6］
　ウエハテスト（メモリ、ロジック、SoC） バーン・
イン ファイナルテスト

　●5 大分県
大分市
エスティケイテクノロジー株式会社［A4.A6.D3］
　テストサービス、信頼性評価・解析、プログラム開
発、バーンイン装置、半導体製造装置、評価装置

株式会社東芝セミコンダクター社 大分工場［A3.A4］
　最先端システムLSI、DRAM混載システムLSI
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 日出工場［A3.A4.A5.A6］
　ミックスド・シグナルIC、パッケージ研究・開発

　●6 宮崎県
延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社［A3.A4.A5.A6］
　通信・ネットワーク用LSI、ミックストシグナルIC
旭化成マイクロシステム株式会社 延岡事業所［A3.A4.A5.A6］
　通信用LSI、オーディオ・ビデオ用LSI
宮崎郡清武町
OKIセミコンダクタ宮崎株式会社［A3.A4.A5.A6.A7］
　ロジック（LCDドライバ、マイコン等）、ファンダ
リーサービス（Power MOS、HVCMOS, BCD, 
EEPROM）

　●7 鹿児島県
日置市
パナソニックセミコンダクターオプトデバイス株式会社［A3.A4.A5.A6］
　LED、フォトセンサー、LEDパネルディスプレイ、
液晶表示モジュール、バックライト・フロントライ
ト、PDPデータドライバーモジュール
霧島市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 鹿児島テクノロジー
センター［A3.A4.A5.A6］
　バイポーラIC、MOSロジック、CCD・CMOS撮像
素子、H-LCD、MMIC、SXRD
姶良郡湧水町
ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社［A3.A4.A5.A6］
　MOSLSI、音源向けLSI

　●1 福岡県
北九州市若松区
佳秀工業株式会社［D1.D6］
　レーザー加工機、ウォータージェットによる精密切
断、精密板金、機械加工、焼付塗装
北九州市八幡西区
株式会社安川電機 半導体ロボット事業部［D1］
　クリーンロボット、真空ロボット、クリーン／真空
搬送システム等
福岡市南区
株式会社ユーエスアイ［D1.D2］
　各種装置の製造・販売
柳川市
有明技研株式会社［D1.D4］
　半導体・液晶製造装置、洗浄装置の設計製造
宗像市
有限会社コスモシステム［D1.D6］
　真空装置、ミラートロンスパッタリング装置、各種
真空コンポーネント
糟屋郡須惠町
リックス株式会社 製品事業部 福岡事業所［D1.D2］
　フラックス洗浄装置（BGA、CSP、FC、MCM、
ウエハ）、各IC樹脂モールドバリ取り装置、CMP用
ロータリージョイント

糟屋郡粕屋町
八光オートメーション株式会社［D1］
　半導体製造装置（300mmウエハFOSBオープ
ナー、ウエハ移載機）、デジタル/アナログ回路基板
の設計製造
遠賀郡遠賀町
株式会社アクアテック［D1］
　真空洗浄乾燥装置

　●2 佐賀県
鳥栖市
東京エレクトロン九州株式会社 佐賀事業所［D1］
　半導体洗浄装置

　●3 長崎県
佐世保市
冨士樹脂株式会社 九州工場［D1］
　洗浄装置（ウェハ超音波）、耐薬品用フードバル
ブ、樹脂部品
大村市
エピクルー株式会社［D1.D6.D7］
　エピタキシャル成長装置の開発、製造、販売、メン
テナンス

　●4 熊本県
菊池市
株式会社サンワハイテック 第一工場［D1］
　塗布現像機の受託製造、ウェハー平面研磨機の受託
製造、メンテナンス、技術者派遣
合志市
東京エレクトロン九州株式会社 合志事業所［D1］
　半導体製造装置
ローツェ株式会社 九州工場［D1.D4］
　ウエハ用搬送装置、液晶ガラス基板搬送装置

下益城郡城南町
アイシン九州株式会社［D1.D4.D8］
　レジスト塗布装置、液晶製造装置、シリコン製造装置
玉名郡南関町
株式会社荏原九州［D1］
　CMP装置
菊池郡大津町
株式会社くまさんメディクス大津第1・第2工場
［D1］
　半導体製造装置
阿蘇郡西原村
株式会社セイブ［D1］
　半導体洗浄装置、クリーンルーム・クリーンルーム
用機器類の設計製作
上益城郡嘉島町
ミクロ技研株式会社 九州工場［D1.D4］
　半導体製造装置（ウエハ洗浄、現像等）、FPD製造
装置（ウェットプロセス装置）
上益城郡益城町
ウエハーマスターズ･サービスファクトリー株式会社［D1］
　急速熱処理炉、アニール炉、バッチ炉

　●6 宮崎県
宮崎市
株式会社NTP［D1］
　真空紫外光源・照射装置の研究開発製造

　●7 鹿児島県
霧島市
アルバック九州株式会社 鹿児島事業所［D1］
　スパッタリング装置、真空蒸着装置、真空排気装
置、真空溶接炉等

　●1 福岡県
北九州市若松区
北九州オキシトン株式会社［E3］
　液化酸素・窒素・アルゴン、酸素ガス
北九州市小倉北区
株式会社ウエキコーポレーション 北九州事業所［E3］
　半導体ガス・工業用ガスの販売・部品材料・新素材
の販売の専門商社
九州エア・ウォーター株式会社［E3］
　高純度ガス
ジャパン・エア・ガシズ株式会社 北九州支社［E3］
　酸素、窒素ガス、特殊材料ガス、シリンダ・キャビ
ネット等
大牟田市
関東化学株式会社 大牟田工場［E3］
　半導体・FPD製造用高純度薬品及び機能性薬品

　●2 佐賀県
佐賀市
三菱ガス化学株式会社 佐賀製造所［E3］
　超純過酸化水素、超純アンモニア水、ポジ型レジス
ト現像液、アフターコロージョン防止・ポリマー除
去用洗浄液、プラスチックパッケージ用材料

　●3 長崎県
諫早市
大同エアプロダクツ・エレクトロニクス株式会社　長崎事業所［E3］
　半導体用バルクガス、特殊材料ガス

　●4 熊本県
水俣市
株式会社熊本オキシトン 水俣工場［E3］
　液体窒素、水素ガス
合志市
日本エア・リキード株式会社 ジャパン・エア・ガシズ社 南九州支社［E3］
　半導体関連ユニット、材料ガス

　●5 大分県
大分市
株式会社ウエキコーポレーション 大分事業所［E3］
　半導体ガス販売等
多摩化学工業株式会社 大分工場［E3］
　リソグラフィー用現像液、薄膜形成材料、超高純度
アルカリ洗浄剤、 Cu用メッキ液

　●6 宮崎県
延岡市
日之出酸素株式会社［E3］
　高圧ガス、産業機械プラント

　●7 鹿児島県
霧島市
鹿児島オキシトン株式会社 国分工場［E3］
　液体酸素、窒素、窒素ガス
薩摩川内市
鹿児島オキシトン株式会社 川内工場 ［E3］
　窒素ガス
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■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア
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設計ツール・設計

シリコンウエハ・マスク

ウエハプロセス

ガス・薬品

装置（前工程）

　●1 福岡県
北九州市若松区
イーエヌジー株式会社［A2］
　プロセス設計、デバイス設計、回路設計
株式会社ウエイブコム ひびきの開発センター［A2］
　音声認識エンジンを用いたミドルウェア、雑音除去LSI
株式会社シスウェーブ 九州事業所 北九州テクニカルセンター［A2］
　LSI設計・開発
株式会社ジェム・デザイン・テクノロジーズ［A1］
　SiP概略設計ツール
株式会社ジーダット・イノベーション［A1］
　次世代システムLSI（ミックスドシグナルLSI）設計
用EDAシステム

大日本印刷株式会社 DNPひびきの研究センター［A2］
　LSIの設計・システム開発
ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社 北九州本社［A2］
　Mixed Signal IC、RFアナログ IC、プラットフォー
ム、システム開発、アルゴリズム開発、LSIターン
キーサービス
株式会社リアルビジョン北九州［A2］
　グラフィックス＆ビデオ（LSI、ボード、関連ソフ
ト）、ASICデザインサービス、LSI設計、EDAソフ
トウェア、コンサルティング
北九州市小倉北区
ザインエレクトロニクス株式会社 九州デザインセンター［A2］
　ミックスドシグナルLSI、電源LSIの設計・開発
東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 北九州事業所［A2］
　バイポーラIC、Bi-CMOS LSI
北九州市八幡東区
セイコーエプソン株式会社 北九州オフィス［A2］
　インクジェットプリンタの設計、ファームウエア設計
TOTOKI［A2.H］
　デジタルLSI仕様検討・設計、組込みマイコンソフ
トウエア
北九州市八幡西区
有限会社ネオエンジニアリング［A2］
　デジタル・アナログLSI設計・開発（FPDドライ
バー等）
福岡市博多区
エイテックス株式会社［A2］
　FPGA回路設計、ファームウエア開発
戸田テクノロジーサービス株式会社［A2］
　LSI受託設計開発
株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター
福岡デザインセンター［A2.F2］
　LSI開発、ソフトウェア開発、プリント基板設計製造
日本システムウエア株式会社 福岡事業部［A2］
　システムLSI論理設計
株式会社ロジック・リサーチ R&Dセンター［A2］
　LSI設計、次世代LSIの研究開発

福岡市中央区
株式会社SRA西日本［A2］
　ソフトウェア開発等
株式会社沖ネットワークエルエスアイ 九州デザインセンタ［A2］
　半導体デバイス設計
株式会社DNPエル・エス・アイ・デザイン［A2］
　LSIデザイン（ロジック、回路、パターン）、テスト
福岡市南区
株式会社FCCテクノ［A2］
　LSI設計・テスト・評価・解析、人材派遣
福岡市早良区
株式会社アドバンテック 九州営業所［A2］
　システムLSIの設計・開発
有限会社アナロジスト［A2］
　アナログ半導体回路の設計、IP販売及び技術コンサ
ルティング
株式会社アルス・リサーチ・システム［A2.H］
　FPGAの開発、組込システムのソフト・ハードウエ
ア開発、半導体テスター周辺設備設計開発、制御系
ソフト・ハードウェア開発
有限会社ウィンダム［A2］
　LSI開発、LSIテスターの開発等
ガイオ・テクノロジー株式会社［A2.H］
　組込みソフトウエア・ハードウエアの開発、サポート
ケイレックス・テクノロジー株式会社 福岡テクノロジー
センター［A1.H］
　EDA関連のコンサルティング及びソフト開発
株式会社システム・ジェイディー［A2.A1］
　システムLSIテスト設計 CADの開発及び設計
システムリンク株式会社［A2.F1.F2］
　システムLSI検査・試験・検証、無線データロガー
システム構築、画像処理装置設計、制御ソフトアプ
リケーション

株式会社スターワークス 福岡テクニカルセンター［A2］
　システムLSI設計、評価、検証
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 九州本社［A2］
　システムLSI、イメージセンター、セルライブラ
リィの開発・設計
ディー・エー・ピーテクノロジーズ株式会社［A2］
　アナログ回路設計、プラットフォーム開発
株式会社ナノデザイン［A2.H］
　半導体集積回路の開発、半導体集積回路開発用ソフ
トウエアの開発

株式会社日立超LSIシステムズ 九州開発センター［A2］
　メモリ、マイコン、システムLSIの開発・設計、各
種システム製品の設計、ITソリュ－ション事業
ひびきのシステムラボ株式会社［A2.A1］
　LSIフルターンキー開発ビジネス、FPGA開発、
FPGA応用システム開発 次世代フル3次元SiP設計
用CAD
株式会社マロウ［A2］
　システムLSI、I/Oの開発設計、モジュール設計
株式会社横浜アートニクス［A2.F2］
　設計（電子回路）、FPGA・PLDのプログラムデバ
イスの開発、プリント基板アートワーク設計・製作

福岡市西区
ネクストデザイン有限会社［A2.H］
　システムLSI応用ソフト開発、Javaアプリケーショ
ン開発

　●3 長崎県
長崎市
テスト・リサーチ・ラボラトリーズ株式会社 ［A1］
　アナログ・デジタル混載集積回路設計、評価、量産
検査に関する事業
諫早市
ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 長崎支社［A2］
　システムLSI開発・設計

　●4 熊本県
玉名市
株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター
熊本デザインセンター［A2］
　LSI設計（汎用・カスタム）
上益城郡益城町
NECマイクロシステム株式会社［A2.H］
　マイクロコンピュータ製品、メモリ製品、ASIC製
品、用途別専用LSI製品、顧客カスタムLSI製品、マ
イコンソフト製品
株式会社シスウェーブ 九州事業所 熊本テクニカルセ
ンター［A2］
　LSI設計・開発

　●6 宮崎県
宮崎市
旭化成マイクロシステム九州株式会社 宮崎デザインセンター［A2］
　携帯電話・デジタル家電向け半導体設計・開発
宮崎郡清武町
ラトック･システム･エンジニアリング株式会社
宮崎ソフトウエアラボラトリィ［A2］
　ULSI、CADシステム開発、半導体微小欠陥検査装置
児湯郡新富町
吉川エレクトロニクスエンジニアリング株式会社［A2.A4.A5.A6.A7］
　フレームレスパッケージ開発、非接触IC用のパッ
ケージ・テスト設計

　●1 福岡県
北九州市戸畑区
旭硝子株式会社 北九州工場［E2］
　合成石英ガラスウエハ・マスク基板、SiC製品
福岡市中央区
信越化学工業株式会社 福岡支店［E1］
　半導体シリコン等の販売
福岡市早良区
HOYA株式会社 福岡マーケティング・テクニカルセンター
［E2］
　LCD・LSI用フォトマスク
大牟田市
三井金属鉱業株式会社 三池レアメタル工場［E2］
　LTOターゲット、各種スパッタリングターゲット
糟屋郡粕屋町
九栄スクリーン株式会社［E2］
　ガラスマスク、スクリーンマスク、メタルマスク

　●2 佐賀県
佐賀市
JSRマイクロ九州株式会社［E2］
　半導体用フォトジスト、LCD用材料
株式会社プロセス・ラボ・ミクロン 九州工場［E2］
　メタルマスク
多久市
ミタニマイクロニクス九州株式会社［E2］
　スクリーンマスク、フォトマスク

伊万里市
株式会社SUMCO 伊万里事業所［E1］
　シリコンウエハ
小城市
株式会社九州ミタニ［E2］
　スクリーンマスク、フォトマスク
杵島郡江北町
株式会社SUMCO 佐賀事業所［E1］
　シリコンウエハ、単結晶シリコンインゴット

　●3 長崎県
諫早市
株式会社マイクロマテリアルズジャパン［E1］
　シリコンウエハ、インゴットのリサイクル
大村市
SUMUCO TECHXIV株式会社［E1］
　半導体用高純度シリコンウェハ
フジミファインテクノロジー 長崎工場［E1］
　再生ウエハ・モニタウエハなど（8～12インチウエ
ハの研磨加工）
東彼杵群川棚町
コバレントマテリアル長崎株式会社［E2.E6］
　半導体部材関連および耐火物、LSI製造用フォトマ
スク材、液晶ディスプレイ製造用大型フォトマスク

　●4 熊本県
荒尾市
平井精密工業株式会社 熊本事業所［E2.E5］
　半導体部品（L/F、BGAヒートシンク、マスク）
水俣市
水俣電子株式会社［E1］
　高純度シリコンウェハスライス加工

菊池郡大津町
濱田重工株式会社 シリコンウェハー事業部 熊本工場［E1］
　シリコンウェハ再生
阿蘇郡西原村
株式会社共和 熊本工場［E2］
　絶縁材料

　●6 宮崎県
宮崎郡清武町
SUMUCO TECHXIV株式会社 宮崎工場［E1］
　シリコンウエハ
晨星興産株式会社［E1］
　シリコンインゴットの切断・面取り・研磨

　●7 鹿児島県
鹿児島市
株式会社モレックス喜入［E2］
　フォトマスク、回路設計、スクリーンマスク、エッ
チング、自動化設備
姶良郡湧水町
株式会社KNプラッツ　九州工場［E1］
　シリコンウエハの研磨加工

　●1 福岡県
北九州市小倉北区
株式会社東芝セミコンダクター社 北九州工場［A3］
　発光ダイオード（LED）
福岡市西区
株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡［A3.A4］
　バイポーラIC、アナログIC
筑後市
ローム・アポロデバイス株式会社［A3.A4］
　モノリシックIC、トランジスタ

　●2 佐賀県
武雄市
豊田合成株式会社 佐賀工場［A3.A4.A5.A6］
　窒化ガリウム系発光ダイオード（青色LED等）

　●3 長崎県
諫早市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 長崎テクノロジー
センター［A3.A4］
　MOS IC、CMOS撮像素子

　●4 熊本県
熊本市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 熊本川尻
工場［A3.A4］
　システムLSI マイクロコンピュータ
合志市
三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所 熊本工場［A3.A4］
　パワー半導体

菊池郡菊陽町
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 熊本テクノロジー
センター［A3.A4.A5.A6］
　CCD・CMOS撮像素子、H-LCD、SXRD
葦北郡芦北町
株式会社テラプローブ 九州事業所［A4.A6］
　ウエハテスト（メモリ、ロジック、SoC） バーン・
イン ファイナルテスト

　●5 大分県
大分市
エスティケイテクノロジー株式会社［A4.A6.D3］
　テストサービス、信頼性評価・解析、プログラム開
発、バーンイン装置、半導体製造装置、評価装置

株式会社東芝セミコンダクター社 大分工場［A3.A4］
　最先端システムLSI、DRAM混載システムLSI
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 日出工場［A3.A4.A5.A6］
　ミックスド・シグナルIC、パッケージ研究・開発

　●6 宮崎県
延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社［A3.A4.A5.A6］
　通信・ネットワーク用LSI、ミックストシグナルIC
旭化成マイクロシステム株式会社 延岡事業所［A3.A4.A5.A6］
　通信用LSI、オーディオ・ビデオ用LSI
宮崎郡清武町
OKIセミコンダクタ宮崎株式会社［A3.A4.A5.A6.A7］
　ロジック（LCDドライバ、マイコン等）、ファンダ
リーサービス（Power MOS、HVCMOS, BCD, 
EEPROM）

　●7 鹿児島県
日置市
パナソニックセミコンダクターオプトデバイス株式会社［A3.A4.A5.A6］
　LED、フォトセンサー、LEDパネルディスプレイ、
液晶表示モジュール、バックライト・フロントライ
ト、PDPデータドライバーモジュール
霧島市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 鹿児島テクノロジー
センター［A3.A4.A5.A6］
　バイポーラIC、MOSロジック、CCD・CMOS撮像
素子、H-LCD、MMIC、SXRD
姶良郡湧水町
ヤマハ鹿児島セミコンダクタ株式会社［A3.A4.A5.A6］
　MOSLSI、音源向けLSI

　●1 福岡県
北九州市若松区
佳秀工業株式会社［D1.D6］
　レーザー加工機、ウォータージェットによる精密切
断、精密板金、機械加工、焼付塗装
北九州市八幡西区
株式会社安川電機 半導体ロボット事業部［D1］
　クリーンロボット、真空ロボット、クリーン／真空
搬送システム等
福岡市南区
株式会社ユーエスアイ［D1.D2］
　各種装置の製造・販売
柳川市
有明技研株式会社［D1.D4］
　半導体・液晶製造装置、洗浄装置の設計製造
宗像市
有限会社コスモシステム［D1.D6］
　真空装置、ミラートロンスパッタリング装置、各種
真空コンポーネント
糟屋郡須惠町
リックス株式会社 製品事業部 福岡事業所［D1.D2］
　フラックス洗浄装置（BGA、CSP、FC、MCM、
ウエハ）、各IC樹脂モールドバリ取り装置、CMP用
ロータリージョイント

糟屋郡粕屋町
八光オートメーション株式会社［D1］
　半導体製造装置（300mmウエハFOSBオープ
ナー、ウエハ移載機）、デジタル/アナログ回路基板
の設計製造
遠賀郡遠賀町
株式会社アクアテック［D1］
　真空洗浄乾燥装置

　●2 佐賀県
鳥栖市
東京エレクトロン九州株式会社 佐賀事業所［D1］
　半導体洗浄装置

　●3 長崎県
佐世保市
冨士樹脂株式会社 九州工場［D1］
　洗浄装置（ウェハ超音波）、耐薬品用フードバル
ブ、樹脂部品
大村市
エピクルー株式会社［D1.D6.D7］
　エピタキシャル成長装置の開発、製造、販売、メン
テナンス

　●4 熊本県
菊池市
株式会社サンワハイテック 第一工場［D1］
　塗布現像機の受託製造、ウェハー平面研磨機の受託
製造、メンテナンス、技術者派遣
合志市
東京エレクトロン九州株式会社 合志事業所［D1］
　半導体製造装置
ローツェ株式会社 九州工場［D1.D4］
　ウエハ用搬送装置、液晶ガラス基板搬送装置

下益城郡城南町
アイシン九州株式会社［D1.D4.D8］
　レジスト塗布装置、液晶製造装置、シリコン製造装置
玉名郡南関町
株式会社荏原九州［D1］
　CMP装置
菊池郡大津町
株式会社くまさんメディクス大津第1・第2工場
［D1］
　半導体製造装置
阿蘇郡西原村
株式会社セイブ［D1］
　半導体洗浄装置、クリーンルーム・クリーンルーム
用機器類の設計製作
上益城郡嘉島町
ミクロ技研株式会社 九州工場［D1.D4］
　半導体製造装置（ウエハ洗浄、現像等）、FPD製造
装置（ウェットプロセス装置）
上益城郡益城町
ウエハーマスターズ･サービスファクトリー株式会社［D1］
　急速熱処理炉、アニール炉、バッチ炉

　●6 宮崎県
宮崎市
株式会社NTP［D1］
　真空紫外光源・照射装置の研究開発製造

　●7 鹿児島県
霧島市
アルバック九州株式会社 鹿児島事業所［D1］
　スパッタリング装置、真空蒸着装置、真空排気装
置、真空溶接炉等

　●1 福岡県
北九州市若松区
北九州オキシトン株式会社［E3］
　液化酸素・窒素・アルゴン、酸素ガス
北九州市小倉北区
株式会社ウエキコーポレーション 北九州事業所［E3］
　半導体ガス・工業用ガスの販売・部品材料・新素材
の販売の専門商社
九州エア・ウォーター株式会社［E3］
　高純度ガス
ジャパン・エア・ガシズ株式会社 北九州支社［E3］
　酸素、窒素ガス、特殊材料ガス、シリンダ・キャビ
ネット等
大牟田市
関東化学株式会社 大牟田工場［E3］
　半導体・FPD製造用高純度薬品及び機能性薬品

　●2 佐賀県
佐賀市
三菱ガス化学株式会社 佐賀製造所［E3］
　超純過酸化水素、超純アンモニア水、ポジ型レジス
ト現像液、アフターコロージョン防止・ポリマー除
去用洗浄液、プラスチックパッケージ用材料

　●3 長崎県
諫早市
大同エアプロダクツ・エレクトロニクス株式会社　長崎事業所［E3］
　半導体用バルクガス、特殊材料ガス

　●4 熊本県
水俣市
株式会社熊本オキシトン 水俣工場［E3］
　液体窒素、水素ガス
合志市
日本エア・リキード株式会社 ジャパン・エア・ガシズ社 南九州支社［E3］
　半導体関連ユニット、材料ガス

　●5 大分県
大分市
株式会社ウエキコーポレーション 大分事業所［E3］
　半導体ガス販売等
多摩化学工業株式会社 大分工場［E3］
　リソグラフィー用現像液、薄膜形成材料、超高純度
アルカリ洗浄剤、 Cu用メッキ液

　●6 宮崎県
延岡市
日之出酸素株式会社［E3］
　高圧ガス、産業機械プラント

　●7 鹿児島県
霧島市
鹿児島オキシトン株式会社 国分工場［E3］
　液体酸素、窒素、窒素ガス
薩摩川内市
鹿児島オキシトン株式会社 川内工場 ［E3］
　窒素ガス
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■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア
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　●1 福岡県
北九州市若松区
株式会社九州日昌［D2.D3.D6］
　ダイボンド、マウント加熱用ヒーターブロック、大
型ホットプレート、レンズ成形用ヒーターブック、
セラミックヒーター、多段加熱装置、リフロー装置
株式会社シキノハイテック 九州事業所［D3.F2.A2］
　半導体検査関連設備、バーンイン装置、大型プリン
ト基板、カメラモジュール、アナログLSI、ASIC 
FPGA
北九州市小倉北区
エスペック九州株式会社［D3.D8］
　キュアオーブン、クリーンオーブン、バーンイン装
置、エレクトロマイグレーション評価装置、TDDB
評価装置、パラメータ自動評価装置、 Low-K膜絶縁
特性評価装置
北九州市八幡東区
株式会社アドバンテスト九州システムズ［D3］
　半導体テスター
株式会社シンテック［E4.A4.A5.A6.A7］
　ポリイミド基板・FPC、リジットベース基板、半導
体材料、ウエハーファウンダリ（B i po l a r、
CMOS）
吉川工業株式会社［D3.D6］
　精密プレス電子部品、半導体用画像処理装置、外観
検査装置、テストハンドラー
北九州市八幡西区
株式会社春日工作所［D2］
　半導体製造関連装置（トリミング・フォーミング、
レーザーマーク、ハンドラー等）
株式会社九州エレクトロニクスシステム［D2.D3］
　半導体特性テスター、ワイヤーボンダー、レーザー
マーキングマシン

福岡市博多区
株式会社ハヤシ［D2.D1］
　半導体製造装置（ダイボンダー、ボールプレ
サー）、液晶製造装置（コータデベロッパ、LCD本
圧着機）
福岡市南区
有限会社ケーエスエンジニアリング［D2.D3.F2.B］
　ICハンドラー、プラズマエッチング装置等の設計 ダ
イボンダー、FPD
福岡市早良区
エスティケイテクノロジー株式会社（福岡）［A4.D3.E5］
　バーンイン装置設計開発、ハード（LSI、FPGA
等）・ソフト受託業務
久留米市
アサヒエンジニアリング株式会社［D2.E5］
　半導体封止装置（オートモールド）、精密金型
飯塚市
吉塚精機株式会社［D2］
　半導体実装機用精密加工・組立
小郡市
第一精工株式会社 福岡事業所 小郡工場［D2］
　半導体樹脂封止装置
春日市
株式会社アドウェルズ［D2］
　半導体・FPD製造装置
宮若市
株式会社日本ファインテック［D1.D2］
　樹脂封止装置、ウエハ洗浄装置、PDPスクリーン印
刷機、太陽電池電極用印刷機、省力化装置各種治具
糟屋郡須惠町
株式会社ピーエムティー［D2.E5］
　半導体製造装置部品、自動化装置、金型、治工具、
超精密部品、セラミックス加工、NC微細加工機、
卓上レーザー加工機、超精密三次元測定器、超精密
ナノステージ
糟屋郡粕屋町
株式会社協進設計［D3.D8］
　常圧CVDベルト補正装置、ICリード切断機、プリン
ト基板自動検査システム

遠賀郡遠賀町
浜村ユアツ有限会社［D2.D3］
　トリム＆フォーム装置、外観検査用ハンドラー、精
密機械器具
遠賀郡水巻町
上野精機株式会社［D3.D2］
　高速テストハンドラー、テーピング装置、BGA/CSP
ボールマウンター、シンギュレーション装置、半導体
用トリム＆フォーム金型、画像処理装置
鞍手郡鞍手町
株式会社サンテック［D2.E5］
　モールド装置、トリム&フォーミング装置、IC精密金
型、モールド金型、金型用超硬パーツ
鞍手郡小竹町
株式会社ワイ・エム・シー［D2.E5］
　半導体自動装置、IC金型

　●3 長崎県
佐世保市
湯川王冠株式会社［D2］
　半導体製造装置部品

　●4 熊本県
熊本市
オオクマ電子株式会社［D3.F1.F2］
　搬送装置、外観検査装置、マイコン応用システム開
発、プリント基板
株式会社テラシステム［D2］
　CIM装置、IC洗浄装置、搬送装置
八代市
櫻井精技株式会社［D3.D8］
　TABハンドラー、検査装置、ICハンドラー、産業用
ロボット
合志市
株式会社インターアクション 熊本TSDC［D3］
　イメージセンサ検査用光源装置
日本ミニコンピューターシステム株式会社
九州システム技術センタ［D3］
　半導体・FPD検査装置、ローダー等
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　●1 福岡県
北九州市門司区
株式会社矢田部研摩［A5］
　IC部品研磨（バフ研磨、バレル研磨）
北九州市若松区
エーシーテクノロジーズ北九州株式会社［A2.A4.A6.A7.F1］
　半導体集積回路製品、電子機器設計開発、IC/LSIテスト
新菱電子株式会社 IC工場［A5.E7］
　リードフレーム外装メッキ、IC精密治具洗浄
長瀬産業株式会社 半導体パッケージング事業推進室
［D2.A5.E1.F2］
　ボールマウンティング
長瀬産業株式会社 パッケージング事業推進室［A5］
　ウエハーバンピング
北九州市小倉北区
上村紙業株式会社 電子部品加工事業部［A5.A6］
　半導体組立、バイポーラIC、Bic MOS検査
九州富士見産業株式会社［A6］
　発光ダイオード（LED）検査
北九州市八幡西区
ミハラ金属工業株式会社［A5］
　バイポーラIC、リードフレームメッキ
福岡市早良区
株式会社アルデート［A1.A4.A6.A7.F1］
　LSIテストプログラム・テストボード、テストプロ
グラム開発支援ツール、LSIテスト受託
福岡市西区
ITセミコン株式会社 福岡事業所［A5.A6］
　パワーモジュール
玄菱エレクトロニクス株式会社 福岡工場［A5.A6］
　IC組立検査
福菱セミコンエンジニアリング株式会社［A6.A7］
　パワーデバイス、パワーモジュール、産業機器設
計、 品質評価分析、信頼性評価
三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所［A5.A6］
　パワーデバイス、パワーモジュール
直方市
アスカコーポレーション株式会社［A5.E7］
　半導体表面処理（メッキ）
柳川市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 福岡工場［A5.A6］
　マイクロコンピュータ、システムLSI

行橋市
ローム福岡株式会社［A3.A4］
　モノリシックIC
糸島市
玄菱エレクトロニクス株式会社 二丈工場［A5.A6］
　ミックスドシグナルIC
株式会社サンエー 福岡工場［A5.A6］
　電力用IPM（インテリジェントパワーモジュー
ル）、高耐圧電力用トランジスタ、ハイブリッド
カー用IPM
八女郡広川町
ローム･アポロ株式会社［A5.A6］
　トランジスタ・ダイオード・タンタルコンデンサ・
モノリシックIC
田川郡福智町
九州日立マクセル株式会社［A5］
　バンピング、メタルマスク、超精密加工（エレクト
ロ・ファイン・フォーミング）、民生用電気機器

築上郡上毛町
豊前産業株式会社 ［A5.A6］
　発光表示素子・発光ダイオード、自動車用ワイヤー
ハーネス

　●2 佐賀県
神埼郡吉野ヶ里町
佐賀エレクトロニックス株式会社 佐賀製作所［A2.A4.A5.A6］
　半導体の組立・テストの受託
西松浦郡有田町
アシック株式会社 佐賀工場［A5.D6.E7］
　レイデント処理

　●3 長崎県
佐世保市
ノムラ精密電子株式会社 九州工場［A5.E7］
　リードフレーム表面処理・加工、コネクター素材表
面処理（Au、Ag、Ni、鉛フリー半田めっき）
諌早市
イサハヤ電子株式会社［A5.A6］
　小信号トランジスタ、パワーモジュール製品、シス
テム電源

イサハヤ電子オプトセミコンダクタ株式会社［A5.A6］
　レーザーダイオード、光モジュール

　●4 熊本県
熊本市
株式会社オジックテクノロジーズ［A5.E7.D8］
　ICリードフレーム外装Pbフリー半田、無電解ニッケ
ルめっき、フッ素樹脂コーティング、静電気帯電防
止処理、PTFEコンポジット処理
株式会社熊防メタル［A5.E7.B］
　金属製品の表面処理
熊本防錆工業株式会社［A5］
　リードフレームメッキ、半導体メッキ、治工具洗
浄、IC リード加工
株式会社野田市電子［A5.A6］
　IC製造・加工
水俣市
サン・エレクトロニクス株式会社［A3］
　TCP、ウエハーバンプ形成加工等
玉名市
三矢電子株式会社［A5.A6］
　ASIC、マイコン
菊池市
カネボウ菊池電子株式会社 菊池工場［A6］
　マイコン、ASIC、SRAMテスト
南星電機株式会社［A5.A6］
　マイコン
宇城市
九州電子株式会社［A2.A5.A6］
　光半導体デバイス、LSI設計
中央電子工業株式会社 熊本工場［A5.A6］
　Si&化合物超高周波デバイス
合志市
極陽セミコンダクターズ株式会社［A5］
　半導体組立、半導体向け高圧ガス
玉名郡和水町
イワキコーティング工業株式会社［A5.E7］
　半導体・液晶製造装置用フッ素樹脂コーティング
鹿本郡植木町
株式会社野毛電気工業 九州事業部［A5.E7］
　半導体デバイス加工（メッキ）
菊池郡大津町
大津電子株式会社［A5］
　IC、LSI組立
菊池郡菊陽町
ソニーセミコンダクタ九州株式会社
熊本テクノロジーセンター［A2.A3.A4.A5.A6.A7］
　CCD、CMOSイメージセンサ

株式会社ルネサス九州セミコンダクタ［A5.A6］
　IC、LSIの組立・試験、半導体受託生産（開発・組立・検査）
株式会社ルネサステクノロジ 熊本事業所［A5.A6］
　フラッシュメモリ、SRAM、フラッシュ内蔵マイコン
上益城郡嘉島町
株式会社野田市電子 嘉島工場［A5.A6］
　IC製造・検査
上益城郡山都町
九州日誠電氣株式会社［A5.A6］
　マイコン、LSI・VLSI組立・検査
球磨郡錦町
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 熊本錦工場［A5.A6］
　マイクロコンピュータ、システムLSI

　●5 大分県
大分市
株式会社阿川鍍金工業所［A5.E7］
　各種電気めっき加工、非鉄金属表面処理
大分デバイステクノロジー株式会社［A5］
　標準CMOSロジック、メモリ
中津市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 大分工場［A5.A6］
　産業用MOS IC、LSI組立
島田電子工業有限会社［A5.A6.D2］
　LEDの組立、LED試験装置
臼杵市
株式会社ジェイデバイス［A4.A5.A6］
　ウエハテスト、組立、ファイナルテスト、ベアチップ
外観検査
杵築市
九州航空株式会社 山香工場［A5.A6］
　半導体組立・検査
タカキ製作所株式会社 杵築工場［A5］
　半導体組立加工
株式会社野原電子工業［A5.A6］
　IC組立、携帯電話コントロール系LSI、フラッシュ
DRAM混載メモリー
宇佐市
アジム電子株式会社［A5.E7］
　外装半田メッキ
東九州電子工業株式会社［A5.E7］
　ICメッキ
由布市
株式会社デンケン［A5.A6.A7.D3.D5］
　半導体組立・テスト、テスター設計製造、テスト
サービス受託

国東市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 大分テクノロジーセンター［A5.A6］
　MOS系LSI組立･評価･測定、基板実装開発（3次元
実装、モジュール基板実装等）、パッケージ開発
速見郡日出町
株式会社AK電子［A5］
　半導体チップソート一貫受託
株式会社エリアLSIテストシステムラボラトリーズ［A6］
　半導体技術業務支援、インターフェイス設計・製
作・修理他
大分電子工業株式会社［A5］
　MOS IC、 LSI の組立
株式会社日出ハイテック 本社［A2.A5.A6.F1］
　プリント基板設計、半導体設計、特性評価、不良解
析、チップソート作業/チップトレイ製造、SMD組
立/テスト、組み込み系システム設計
株式会社日出ハイテック 藤原工場［A5.A6］
　IC組立、検査受託

　●6 宮崎県
宮崎市
パナソニックCC九州株式会社 宮崎事業場［A5］
　セラミックコンデンサー、高周波部品、ノイズ対策
部品、アンテナ
延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社［A5.F1］
　磁気センサー（ホール素子、ホールIC等）
吉玉精鍍株式会社［A5.E7］
　電気めっき、無電解めっき、半田DiP、エッチン
グ、ホーニング等
えびの市
メテック九州株式会社 宮崎工場［A5.E7］
　金属表面処理、半導体部品、リードフレーム
児湯郡新富町
吉川セミコンダクタ株式会社［A5.A6］
　ASIC、メモリ、ロジックLSI

　●7 鹿児島県
阿久根市
落電子工業株式会社［A5］
　ICパッケージ
出水市
有限会社神和産業［A5.A6］
　ICパッケージ、テスト
薩摩川内市
株式会社九州岡野エレクトロニクス［A5.A6］
　ロジックIC、メモリIC、アナログIC

富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ株式会社 九州工場［A5.A6］
　電子デバイス組立・検査
日置市
メテック九州株式会社［A5.E7］
　金属表面処理、半導体部品、リードフレーム
曽於市
株式会社鹿児島電子［A5.A6］
　LSI、LED、SSR、リレー、DCモーター、汎用リレー
株式会社鹿児島電子 末吉工場［A5］
　半導体集積回路、半導体デバイス
霧島市
鹿児島高槻電器工業株式会社 溝辺工場［A5.A6］
　発光ダイオード・半導体レーザー、リードフレーム
加工、IC組立、ホログラムレーザー
南さつま市
鹿児島高槻電器工業株式会社［A5.A6］
　発光ダイオード、半導体レーザー
加世田電子工業株式会社 ［A5］
　LED、精密機械加工、精密研磨加工
南九州市
日亜化学工業株式会社 K工場［A5］
　発光ダイオード（LED）
薩摩郡さつま町
吉玉精鍍株式会社 宮之城事業所［A5.E7］
　表面処理加工
姶良郡加治木町
加治木産業株式会社［A5.A6］
　ICパッケージ、省力化機械
姶良郡姶良町
加治木産業株式会社 精機事業部 姶良工場［A5.A6］
　ICパッケージ
川辺郡知覧町
鹿児島高槻電器工業株式会社 知覧工場 ［A5.A6.F1］
　CDプレイヤー、CD-R、DVD用半導体レーザー

株式会社ハーネス・イシハラ［D3.E5］
　半導体検査機器（バーインボード、ICソケット）
下益城郡城南町
株式会社湖東製作所 本社工場［D2.D3］
　半導体製造装置・検査装置、液晶製造・検査装置の
OEM生産
菊池郡大津町
テラダイン株式会社 熊本［D3］
　自動検査装置の開発製造（リニア・ミックスドシグ
ナル、CCD、ロジック）

ワイエイシイ株式会社 熊本製作所（半導体事業部）［D3］
　ロジックハンドラー
上益城郡御船町
株式会社吉村技研 総合工場［D2.D3］
　メッキ装置、検査装置、専用工作機械
上益城郡益城町
株式会社ジャパンユニックス テクノセンター［D2］
　ハンダ付け装置（ロボットなど）研究開発組立・技
術研修

　●5 大分県
大分市
株式会社石井工作研究所［D2.E5］
　統合パッケージ装置、精密金型
株式会社インフォウェイブ［D3］
　画像検査処理装置・情報処理
株式会社江藤製作所［D2.D6］
　精密溶断、レーザー加工 メカトロ機器
シェルエレクトロニクス株式会社［D3］
　半導体外観検査装置
株式会社スズキ［D2］
　製造・検査装置組立・販売
タカキ製作所株式会社［D2.D3］
　テーピングマシン、外観検査装置
株式会社戸高製作所［D2.D3］
　ICリード検査装置、ICリード修正マシン、ICテスト
ハンドラー、マーキング

株式会社日本マイクロニクス 大分テクノロジーラボラトリー［D3.E5］
　プローブカード、半導体・LCD検査機器

杵築市
株式会社石井工作研究所 杵築工場［D2］
　IC製造装置
タカキ技研株式会社［D3］
　IC外観検査機器
速見郡日出町
エム・イーシステム株式会社［D3］
　ICテストハンドラー、IC外観検査装置

　●6 宮崎県
宮崎市
有限会社グリーン電子［D3.E5.F2］
　半導体テスター用検査治具、半導体環境試験用ボー
ド設計製作 プリント基板
双信デバイス株式会社 宮崎工場［E4］
　ハイブリッドIC用厚膜印刷基板、セラミック回路基板
都城市
株式会社システム技研［D3.D4.E5］
　ICテストハンドラー、IC外観検査、金型用部品
宮崎郡清武町
株式会社新菱 宮崎工場［D2］
　IC製造設備の表面処理、組立・治工具類の洗浄・
メンテナンス

　●7 鹿児島県
鹿児島市
株式会社シバソク 鹿児島技術センター［D3］
　半導体テストシステム
株式会社南光［D2］
　半導体製造装置製作・組立
株式会社フジヤマ［D2.D8］
　自動鍍金装置、搬送用ロボット、半導体工場設備制
御システム
出水市
交和電気産業株式会社 鹿児島工場［D2.F2］
　半導体組立、基板実装

日置市
株式会社省力化技研［D2］
　レーザーマーキング装置、多機能テーピングマシ
ン、ロボット開発製造
南さつま市
有限会社ケイデンシ［D3］
　半導体検査装置 ICモジュールテストシステム
薩摩郡さつま町
日本特殊陶業株式会社 鹿児島宮之城工場［E4］
　セラミックパッケージ、オーガニックパッケージ、通
信機器用電子部品、超音波振動子、超音波センサー

パッケージ・テスト

装置（後工程）・インターポーザー
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■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア

地
図
凡
例

●2 
●1 

●3 ●4 

●7 
●6 

●5 
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　●1 福岡県
北九州市若松区
株式会社九州日昌［D2.D3.D6］
　ダイボンド、マウント加熱用ヒーターブロック、大
型ホットプレート、レンズ成形用ヒーターブック、
セラミックヒーター、多段加熱装置、リフロー装置
株式会社シキノハイテック 九州事業所［D3.F2.A2］
　半導体検査関連設備、バーンイン装置、大型プリン
ト基板、カメラモジュール、アナログLSI、ASIC 
FPGA
北九州市小倉北区
エスペック九州株式会社［D3.D8］
　キュアオーブン、クリーンオーブン、バーンイン装
置、エレクトロマイグレーション評価装置、TDDB
評価装置、パラメータ自動評価装置、 Low-K膜絶縁
特性評価装置
北九州市八幡東区
株式会社アドバンテスト九州システムズ［D3］
　半導体テスター
株式会社シンテック［E4.A4.A5.A6.A7］
　ポリイミド基板・FPC、リジットベース基板、半導
体材料、ウエハーファウンダリ（B i po l a r、
CMOS）
吉川工業株式会社［D3.D6］
　精密プレス電子部品、半導体用画像処理装置、外観
検査装置、テストハンドラー
北九州市八幡西区
株式会社春日工作所［D2］
　半導体製造関連装置（トリミング・フォーミング、
レーザーマーク、ハンドラー等）
株式会社九州エレクトロニクスシステム［D2.D3］
　半導体特性テスター、ワイヤーボンダー、レーザー
マーキングマシン

福岡市博多区
株式会社ハヤシ［D2.D1］
　半導体製造装置（ダイボンダー、ボールプレ
サー）、液晶製造装置（コータデベロッパ、LCD本
圧着機）
福岡市南区
有限会社ケーエスエンジニアリング［D2.D3.F2.B］
　ICハンドラー、プラズマエッチング装置等の設計 ダ
イボンダー、FPD
福岡市早良区
エスティケイテクノロジー株式会社（福岡）［A4.D3.E5］
　バーンイン装置設計開発、ハード（LSI、FPGA
等）・ソフト受託業務
久留米市
アサヒエンジニアリング株式会社［D2.E5］
　半導体封止装置（オートモールド）、精密金型
飯塚市
吉塚精機株式会社［D2］
　半導体実装機用精密加工・組立
小郡市
第一精工株式会社 福岡事業所 小郡工場［D2］
　半導体樹脂封止装置
春日市
株式会社アドウェルズ［D2］
　半導体・FPD製造装置
宮若市
株式会社日本ファインテック［D1.D2］
　樹脂封止装置、ウエハ洗浄装置、PDPスクリーン印
刷機、太陽電池電極用印刷機、省力化装置各種治具
糟屋郡須惠町
株式会社ピーエムティー［D2.E5］
　半導体製造装置部品、自動化装置、金型、治工具、
超精密部品、セラミックス加工、NC微細加工機、
卓上レーザー加工機、超精密三次元測定器、超精密
ナノステージ
糟屋郡粕屋町
株式会社協進設計［D3.D8］
　常圧CVDベルト補正装置、ICリード切断機、プリン
ト基板自動検査システム

遠賀郡遠賀町
浜村ユアツ有限会社［D2.D3］
　トリム＆フォーム装置、外観検査用ハンドラー、精
密機械器具
遠賀郡水巻町
上野精機株式会社［D3.D2］
　高速テストハンドラー、テーピング装置、BGA/CSP
ボールマウンター、シンギュレーション装置、半導体
用トリム＆フォーム金型、画像処理装置
鞍手郡鞍手町
株式会社サンテック［D2.E5］
　モールド装置、トリム&フォーミング装置、IC精密金
型、モールド金型、金型用超硬パーツ
鞍手郡小竹町
株式会社ワイ・エム・シー［D2.E5］
　半導体自動装置、IC金型

　●3 長崎県
佐世保市
湯川王冠株式会社［D2］
　半導体製造装置部品

　●4 熊本県
熊本市
オオクマ電子株式会社［D3.F1.F2］
　搬送装置、外観検査装置、マイコン応用システム開
発、プリント基板
株式会社テラシステム［D2］
　CIM装置、IC洗浄装置、搬送装置
八代市
櫻井精技株式会社［D3.D8］
　TABハンドラー、検査装置、ICハンドラー、産業用
ロボット
合志市
株式会社インターアクション 熊本TSDC［D3］
　イメージセンサ検査用光源装置
日本ミニコンピューターシステム株式会社
九州システム技術センタ［D3］
　半導体・FPD検査装置、ローダー等
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　●1 福岡県
北九州市門司区
株式会社矢田部研摩［A5］
　IC部品研磨（バフ研磨、バレル研磨）
北九州市若松区
エーシーテクノロジーズ北九州株式会社［A2.A4.A6.A7.F1］
　半導体集積回路製品、電子機器設計開発、IC/LSIテスト
新菱電子株式会社 IC工場［A5.E7］
　リードフレーム外装メッキ、IC精密治具洗浄
長瀬産業株式会社 半導体パッケージング事業推進室
［D2.A5.E1.F2］
　ボールマウンティング
長瀬産業株式会社 パッケージング事業推進室［A5］
　ウエハーバンピング
北九州市小倉北区
上村紙業株式会社 電子部品加工事業部［A5.A6］
　半導体組立、バイポーラIC、Bic MOS検査
九州富士見産業株式会社［A6］
　発光ダイオード（LED）検査
北九州市八幡西区
ミハラ金属工業株式会社［A5］
　バイポーラIC、リードフレームメッキ
福岡市早良区
株式会社アルデート［A1.A4.A6.A7.F1］
　LSIテストプログラム・テストボード、テストプロ
グラム開発支援ツール、LSIテスト受託
福岡市西区
ITセミコン株式会社 福岡事業所［A5.A6］
　パワーモジュール
玄菱エレクトロニクス株式会社 福岡工場［A5.A6］
　IC組立検査
福菱セミコンエンジニアリング株式会社［A6.A7］
　パワーデバイス、パワーモジュール、産業機器設
計、 品質評価分析、信頼性評価
三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所［A5.A6］
　パワーデバイス、パワーモジュール
直方市
アスカコーポレーション株式会社［A5.E7］
　半導体表面処理（メッキ）
柳川市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 福岡工場［A5.A6］
　マイクロコンピュータ、システムLSI

行橋市
ローム福岡株式会社［A3.A4］
　モノリシックIC
糸島市
玄菱エレクトロニクス株式会社 二丈工場［A5.A6］
　ミックスドシグナルIC
株式会社サンエー 福岡工場［A5.A6］
　電力用IPM（インテリジェントパワーモジュー
ル）、高耐圧電力用トランジスタ、ハイブリッド
カー用IPM
八女郡広川町
ローム･アポロ株式会社［A5.A6］
　トランジスタ・ダイオード・タンタルコンデンサ・
モノリシックIC
田川郡福智町
九州日立マクセル株式会社［A5］
　バンピング、メタルマスク、超精密加工（エレクト
ロ・ファイン・フォーミング）、民生用電気機器

築上郡上毛町
豊前産業株式会社 ［A5.A6］
　発光表示素子・発光ダイオード、自動車用ワイヤー
ハーネス

　●2 佐賀県
神埼郡吉野ヶ里町
佐賀エレクトロニックス株式会社 佐賀製作所［A2.A4.A5.A6］
　半導体の組立・テストの受託
西松浦郡有田町
アシック株式会社 佐賀工場［A5.D6.E7］
　レイデント処理

　●3 長崎県
佐世保市
ノムラ精密電子株式会社 九州工場［A5.E7］
　リードフレーム表面処理・加工、コネクター素材表
面処理（Au、Ag、Ni、鉛フリー半田めっき）
諌早市
イサハヤ電子株式会社［A5.A6］
　小信号トランジスタ、パワーモジュール製品、シス
テム電源

イサハヤ電子オプトセミコンダクタ株式会社［A5.A6］
　レーザーダイオード、光モジュール

　●4 熊本県
熊本市
株式会社オジックテクノロジーズ［A5.E7.D8］
　ICリードフレーム外装Pbフリー半田、無電解ニッケ
ルめっき、フッ素樹脂コーティング、静電気帯電防
止処理、PTFEコンポジット処理
株式会社熊防メタル［A5.E7.B］
　金属製品の表面処理
熊本防錆工業株式会社［A5］
　リードフレームメッキ、半導体メッキ、治工具洗
浄、IC リード加工
株式会社野田市電子［A5.A6］
　IC製造・加工
水俣市
サン・エレクトロニクス株式会社［A3］
　TCP、ウエハーバンプ形成加工等
玉名市
三矢電子株式会社［A5.A6］
　ASIC、マイコン
菊池市
カネボウ菊池電子株式会社 菊池工場［A6］
　マイコン、ASIC、SRAMテスト
南星電機株式会社［A5.A6］
　マイコン
宇城市
九州電子株式会社［A2.A5.A6］
　光半導体デバイス、LSI設計
中央電子工業株式会社 熊本工場［A5.A6］
　Si&化合物超高周波デバイス
合志市
極陽セミコンダクターズ株式会社［A5］
　半導体組立、半導体向け高圧ガス
玉名郡和水町
イワキコーティング工業株式会社［A5.E7］
　半導体・液晶製造装置用フッ素樹脂コーティング
鹿本郡植木町
株式会社野毛電気工業 九州事業部［A5.E7］
　半導体デバイス加工（メッキ）
菊池郡大津町
大津電子株式会社［A5］
　IC、LSI組立
菊池郡菊陽町
ソニーセミコンダクタ九州株式会社
熊本テクノロジーセンター［A2.A3.A4.A5.A6.A7］
　CCD、CMOSイメージセンサ

株式会社ルネサス九州セミコンダクタ［A5.A6］
　IC、LSIの組立・試験、半導体受託生産（開発・組立・検査）
株式会社ルネサステクノロジ 熊本事業所［A5.A6］
　フラッシュメモリ、SRAM、フラッシュ内蔵マイコン
上益城郡嘉島町
株式会社野田市電子 嘉島工場［A5.A6］
　IC製造・検査
上益城郡山都町
九州日誠電氣株式会社［A5.A6］
　マイコン、LSI・VLSI組立・検査
球磨郡錦町
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 熊本錦工場［A5.A6］
　マイクロコンピュータ、システムLSI

　●5 大分県
大分市
株式会社阿川鍍金工業所［A5.E7］
　各種電気めっき加工、非鉄金属表面処理
大分デバイステクノロジー株式会社［A5］
　標準CMOSロジック、メモリ
中津市
NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社 大分工場［A5.A6］
　産業用MOS IC、LSI組立
島田電子工業有限会社［A5.A6.D2］
　LEDの組立、LED試験装置
臼杵市
株式会社ジェイデバイス［A4.A5.A6］
　ウエハテスト、組立、ファイナルテスト、ベアチップ
外観検査
杵築市
九州航空株式会社 山香工場［A5.A6］
　半導体組立・検査
タカキ製作所株式会社 杵築工場［A5］
　半導体組立加工
株式会社野原電子工業［A5.A6］
　IC組立、携帯電話コントロール系LSI、フラッシュ
DRAM混載メモリー
宇佐市
アジム電子株式会社［A5.E7］
　外装半田メッキ
東九州電子工業株式会社［A5.E7］
　ICメッキ
由布市
株式会社デンケン［A5.A6.A7.D3.D5］
　半導体組立・テスト、テスター設計製造、テスト
サービス受託

国東市
ソニーセミコンダクタ九州株式会社 大分テクノロジーセンター［A5.A6］
　MOS系LSI組立･評価･測定、基板実装開発（3次元
実装、モジュール基板実装等）、パッケージ開発
速見郡日出町
株式会社AK電子［A5］
　半導体チップソート一貫受託
株式会社エリアLSIテストシステムラボラトリーズ［A6］
　半導体技術業務支援、インターフェイス設計・製
作・修理他
大分電子工業株式会社［A5］
　MOS IC、 LSI の組立
株式会社日出ハイテック 本社［A2.A5.A6.F1］
　プリント基板設計、半導体設計、特性評価、不良解
析、チップソート作業/チップトレイ製造、SMD組
立/テスト、組み込み系システム設計
株式会社日出ハイテック 藤原工場［A5.A6］
　IC組立、検査受託

　●6 宮崎県
宮崎市
パナソニックCC九州株式会社 宮崎事業場［A5］
　セラミックコンデンサー、高周波部品、ノイズ対策
部品、アンテナ
延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社［A5.F1］
　磁気センサー（ホール素子、ホールIC等）
吉玉精鍍株式会社［A5.E7］
　電気めっき、無電解めっき、半田DiP、エッチン
グ、ホーニング等
えびの市
メテック九州株式会社 宮崎工場［A5.E7］
　金属表面処理、半導体部品、リードフレーム
児湯郡新富町
吉川セミコンダクタ株式会社［A5.A6］
　ASIC、メモリ、ロジックLSI

　●7 鹿児島県
阿久根市
落電子工業株式会社［A5］
　ICパッケージ
出水市
有限会社神和産業［A5.A6］
　ICパッケージ、テスト
薩摩川内市
株式会社九州岡野エレクトロニクス［A5.A6］
　ロジックIC、メモリIC、アナログIC

富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ株式会社 九州工場［A5.A6］
　電子デバイス組立・検査
日置市
メテック九州株式会社［A5.E7］
　金属表面処理、半導体部品、リードフレーム
曽於市
株式会社鹿児島電子［A5.A6］
　LSI、LED、SSR、リレー、DCモーター、汎用リレー
株式会社鹿児島電子 末吉工場［A5］
　半導体集積回路、半導体デバイス
霧島市
鹿児島高槻電器工業株式会社 溝辺工場［A5.A6］
　発光ダイオード・半導体レーザー、リードフレーム
加工、IC組立、ホログラムレーザー
南さつま市
鹿児島高槻電器工業株式会社［A5.A6］
　発光ダイオード、半導体レーザー
加世田電子工業株式会社 ［A5］
　LED、精密機械加工、精密研磨加工
南九州市
日亜化学工業株式会社 K工場［A5］
　発光ダイオード（LED）
薩摩郡さつま町
吉玉精鍍株式会社 宮之城事業所［A5.E7］
　表面処理加工
姶良郡加治木町
加治木産業株式会社［A5.A6］
　ICパッケージ、省力化機械
姶良郡姶良町
加治木産業株式会社 精機事業部 姶良工場［A5.A6］
　ICパッケージ
川辺郡知覧町
鹿児島高槻電器工業株式会社 知覧工場 ［A5.A6.F1］
　CDプレイヤー、CD-R、DVD用半導体レーザー

株式会社ハーネス・イシハラ［D3.E5］
　半導体検査機器（バーインボード、ICソケット）
下益城郡城南町
株式会社湖東製作所 本社工場［D2.D3］
　半導体製造装置・検査装置、液晶製造・検査装置の
OEM生産
菊池郡大津町
テラダイン株式会社 熊本［D3］
　自動検査装置の開発製造（リニア・ミックスドシグ
ナル、CCD、ロジック）

ワイエイシイ株式会社 熊本製作所（半導体事業部）［D3］
　ロジックハンドラー
上益城郡御船町
株式会社吉村技研 総合工場［D2.D3］
　メッキ装置、検査装置、専用工作機械
上益城郡益城町
株式会社ジャパンユニックス テクノセンター［D2］
　ハンダ付け装置（ロボットなど）研究開発組立・技
術研修

　●5 大分県
大分市
株式会社石井工作研究所［D2.E5］
　統合パッケージ装置、精密金型
株式会社インフォウェイブ［D3］
　画像検査処理装置・情報処理
株式会社江藤製作所［D2.D6］
　精密溶断、レーザー加工 メカトロ機器
シェルエレクトロニクス株式会社［D3］
　半導体外観検査装置
株式会社スズキ［D2］
　製造・検査装置組立・販売
タカキ製作所株式会社［D2.D3］
　テーピングマシン、外観検査装置
株式会社戸高製作所［D2.D3］
　ICリード検査装置、ICリード修正マシン、ICテスト
ハンドラー、マーキング

株式会社日本マイクロニクス 大分テクノロジーラボラトリー［D3.E5］
　プローブカード、半導体・LCD検査機器

杵築市
株式会社石井工作研究所 杵築工場［D2］
　IC製造装置
タカキ技研株式会社［D3］
　IC外観検査機器
速見郡日出町
エム・イーシステム株式会社［D3］
　ICテストハンドラー、IC外観検査装置

　●6 宮崎県
宮崎市
有限会社グリーン電子［D3.E5.F2］
　半導体テスター用検査治具、半導体環境試験用ボー
ド設計製作 プリント基板
双信デバイス株式会社 宮崎工場［E4］
　ハイブリッドIC用厚膜印刷基板、セラミック回路基板
都城市
株式会社システム技研［D3.D4.E5］
　ICテストハンドラー、IC外観検査、金型用部品
宮崎郡清武町
株式会社新菱 宮崎工場［D2］
　IC製造設備の表面処理、組立・治工具類の洗浄・
メンテナンス

　●7 鹿児島県
鹿児島市
株式会社シバソク 鹿児島技術センター［D3］
　半導体テストシステム
株式会社南光［D2］
　半導体製造装置製作・組立
株式会社フジヤマ［D2.D8］
　自動鍍金装置、搬送用ロボット、半導体工場設備制
御システム
出水市
交和電気産業株式会社 鹿児島工場［D2.F2］
　半導体組立、基板実装

日置市
株式会社省力化技研［D2］
　レーザーマーキング装置、多機能テーピングマシ
ン、ロボット開発製造
南さつま市
有限会社ケイデンシ［D3］
　半導体検査装置 ICモジュールテストシステム
薩摩郡さつま町
日本特殊陶業株式会社 鹿児島宮之城工場［E4］
　セラミックパッケージ、オーガニックパッケージ、通
信機器用電子部品、超音波振動子、超音波センサー

パッケージ・テスト

装置（後工程）・インターポーザー

Semiconductor Industry in Kyushu

業
種
凡
例

■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア

地
図
凡
例

●2 
●1 

●3 ●4 

●7 
●6 

●5 



0807

評価・解析

装置・材料
（太陽光パネル・FPD）

　●1 福岡県
福岡市中央区
株式会社住化分析センター 福岡営業部［A7］
エレクトロニクス関連各種分析
株式会社東レリサーチセンター 福岡［A7］
分析・物性測定・解析受託
福岡市博多区
ジェイエムテクノロジー株式会社［A7］
システムLSIテストプログラム作成

福岡市早良区
株式会社ウォルツ［A7］
次世代実装評価用TEGウェハ（チップ）/基板
大牟田市
株式会社三井化学分析センター 大牟田分析部［A7］
電子材料等分析支援
古賀市
アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社［E5］
プロセス評価用Test Element Group Wafer
株式会社チトセ［A7.E5］
システムLSI開発試験受託サービス、半導体テス
ターボード、プリント基板一貫受託サービス

　●5 大分県
大分市
株式会社 日鉄大分テクノサポート［A7］
半導体・FPD評価・解析、環境管理等
速見郡日出町
株式会社エリア［A7］
プリント基板設計、LSIテストアプリケーション開
発、半導体評価・解析、半導体装置メンテナンス

株式会社大分ハイテクノロジー［A7］
半導体故障解析

株式会社日出ハイテック［A2.A7.F1］
半導体設計・開発及び評価等、プリント基板設計、
特性評価、不良解析、組み込み系システム設計

　●1 福岡県
北九州市若松区
ヒロコン株式会社　九州研究開発センター［H］
通信制御用ソフト、画像処理ソフト、計測制御ソフ
ト、組込みソフト
北九州市小倉北区
株式会社光アルファクス 九州電子デバイス営業部［F1］
高付加価値半導体・電子部品・電子デバイス・組込
型ソフト開発
株式会社豊光社［F1.F2］
高密高精度多層プリント配線基板、CAD設計製造、
部品実装
北九州市八幡西区
エコロジスタ株式会社［F1］
各種FA用インバータ、省エネ型高天井照明システム
（H-lightSystem）
福岡市東区
株式会社羽野製作所［F1.F2］
プリント配線基板の設計・製作、部品実装組立、電
子機器開発支援、パネル、フィルムシート他
福岡市博多区
オムロン株式会社 福岡事業所［F1］
各種センサ（インライン膜厚、カラーレジスト膜
厚）、RFIDシステム、プログラマブルコントロー
ラー、ターミナル、セーフティコンポーネント 
（カーテン、スイッチ等）
九州計測器株式会社［F1.D3.H］
ファンクションICテスター、インターフェイス基板、
FPGA/ASIC設計、ソフトウェア（組込みソフト）
株式会社サイバービーイング［F1］
LSI設計開発支援、インターネットコンテンツ制作、 
データベースプログラム開発、ネットワーク構築
ニシム電子工業株式会社［F1.H］
各種システム（制御・通信・電源など）
ワボウ電子株式会社 博多サテライトオフィス［F2］
基板実装・設計 高密度実装
福岡市中央区
株式会社コア 九州カンパニー［F1］
マイコン系システム、組込み系システム

株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ 九州支社［F1］
産業用電池、大型リチウムイオン電池、電源システ
ム、受変電設備
株式会社菱光社九州 ［F1］
半導体、LCD、オプトデバイス、磁気ヘッド
福岡市早良区
富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社［F1］
通信機器用ハードウェア、ファームウェア、ソフト
ウェアの開発設計
株式会社ネットワーク応用技術研究所［H］
ネットワークマネージメントシステム、ヒューマン
インターフェース、ネットワーク応用研究、組み込
みソフトウェア・ツール
大牟田市
大牟田電子工業株式会社［F2］
プリント基板製作、回路設計、パターン設計、部品
実装
久留米市
株式会社ケンコントロールズ［F1.F2］
電子応用機器・自動制御装置・無人車システムの設
計製作、販売、メンテナンス、太陽光発電・風力発
電・水力発電 販売、設置、メンテナンス
直方市
オムロン直方株式会社［F2.F1］
プリント基板実装・電子機器製造
株式会社オリジン［F1］
プリント基板実装・組立
飯塚市
株式会社福岡ソフトウェアセンター［H］
システム開発、ネットワーク事業
中間市
安川エフエイテック株式会社［F1］
FA機械装置、ロボットシステム
安川エンジニアリング株式会社 FA事業所［F1］
メカトロ事業 ロボット事業 半導体・液晶事業

大野城市
明光電子株式会社 福岡本社［F2.A2］
プリント基板、FPGA設計・製作・実装、システム
LSI開発
古賀市
株式会社チトセ［H.A2.F1.F2］
システムLSI開発試験受託サービス、半導体テスター
ボード製造販売、プリント基板一貫受託サービス
福津市
株式会社キューヘン［F1.F2］
変圧器類製造、プリント基板
糸島市
株式会社オートシステム 装置・医療事業部［F1］
各種自動機・医療機器設計・製作
JCM電子有限会社［F2］
プリント基板、ハーネス加工
築上郡上毛町
神栄テクノロジー株式会社 福岡工場 ［F1.F2］
湿度センサ、ホコリセンサ、回路基板、プリント基板実装

　●2 佐賀県
佐賀市
株式会社中村電機製作所［F1.F2］
電気制御機器、電子制御機器、受配電・計装盤・電
子応用盤、防爆制御機器
杵島郡大町町
佐賀三洋工業株式会社［F2］
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、有機半導
体アルミ固体電解コンデンサ、高分子有機半導体固
体電解コンデンサ
西松浦郡有田町
共立エレックス株式会社［F2.E7］
ハイブリッドIC用アルミナセラミックス、 各種電子
回路印刷基板

　●3 長崎県
長崎市
株式会社システック井上［H.F1.A1.D8］
トータルシステムインテグレーション
長菱制御システム株式会社［F2］
プリント基板、プラント制御装置

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 長崎事業所［F1］
システムインテグレーション
佐世保市
株式会社九州テン［F2］
各種無線通信機器
諫早市
株式会社アバール長崎［F1.F2.H］
半導体製造装置向け制御ボード、標準CPU、Bus
ボード、リモート監視、画像処理、通信制御ボード
設計・製造
西彼杵郡長与町
株式会社コム・ハーツジャパン［F1.F2］
電気機械器具、基板設計・製造、筒体設計、機械設
計、組立試験
長崎菱電テクニカ株式会社［F1.F2］
各種部品・装置製作、板金品･射出成形品製作、プリ
ント基板（PWB）製造

　●4 熊本県
熊本市
熊本テクノ株式会社［F1］
ソフト設計、ハード設計、基板、リレー、制御盤組
立、特殊ケーブル加工、半導体製造装置組立
株式会社電盛社［H］
半導体製造装置関連ソフトウェア開発、半導体製造
装置スタートアップ業務

ナガセテクノエンジニアリング株式会社　九州サービス
ステーション［H］
低温真空機器・半導体製造機器・マイクロコン
ピューター応用電気機器・薬液供給管理システム・
再生処理システム・検査装置
西日本エレクトロニクス工業株式会社［F1.H］
電子部品、電機部品の表面処理加工
荒尾市
株式会社カイダ電子 荒尾工場［F1.D8］
電子部品加工組立、半導体製造装置
玉名市
株式会社京写 九州工場［F2］
プリント配線板の製造

宇土市
有限会社今村製作所［F2］
電源基板、シリコン、石英ガラス、セラミックス等製作加工
株式会社熊本マランツ［F1］
チップ実装、半導体製造装置組立
宇城市
株式会社シマヅテック［F1］
コンピュータ用記録製造装置、精密板金加工部品、
半導体製造装置
阿蘇市
オムロン阿蘇株式会社［F1］
電子機器、計測監視制御機器、内蔵用保護機器、レ
ベルスイッチ、ソーラーパワーコンディショナ
玉名郡和水町
阪和電子工業株式会社 熊本工場［A7.D3.D5.F1.F2］
半導体デバイス委託試験、各種半導体評価用測定器・
検査機製造、メカトロニクス制御機器開発

　●5 大分県
大分市
大分キヤノン株式会社 大分事業所［F1］
コンパクトデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
中津市
株式会社旭産業［F2］
プリント基板実装
株式会社寿製作所 九州工場［F1］
カメラ、デジカメ、デジタルビデオ組立
神栄テクノロジー株式会社 大分工場［F1］
電子機械器具製造
杵築市
大分キヤノンマテリアル株式会社 杵築事業所［F1］
複写機、プリンター
株式会社ケイティーエス［D1.D2.F1.F2.G］
マイクロコンピュータ応用システム開発・設計（ホ
テルシステム、病院システム）
宇佐市
パナソニックコミュニケーションズ株式会社 大分事業場
コミュニケーションネットワークカンパニー［F1］
パーソナルファックス、テレホンラインアップ、ハ
イブリッド携帯端末等
国東市
大分キヤノン株式会社 本社・安岐事業所［F1］
デジタル一眼レフカメラ、コンパクトデジタルカメ
ラ、デジタルビデオカメラ
速見郡日出町
株式会社ホックス［F2］
基板実装

　●6 宮崎県
都城市
新生電子株式会社 都城工場［F2］
基板実装（自動車部品・携帯電話）
双信電機株式会社 宮崎工場［F1］
移動体通信、通信・放送映像、一般産業関連関連部品

ユー・エム・シーエレクトロニクス株式会社 宮崎工場［F1］
超高密度実装、ディスクリート実装・解析
日向市
旭化成EMS株式会社 日向事業所［F1］
FPコイル

　●7 鹿児島県
出水市
ヤマト電子株式会社［F1］
電子部品用ガラス
薩摩川内市
株式会社花田電子［F2］
電子部品加工・検査
日置市
株式会社電研エレクトロニクス［F1］
LEDディスプレイ設計・製造
霧島市
キャドテックジャパン株式会社［F2］
プリント基板製作
ファナック株式会社 隼人工場［F1］
サーボモータ用センサー
南さつま市
株式会社エルム［F1.D3］
光ディスク修復装置、半導体特性検査装置

　●1 福岡県
大牟田市
YOCASOL株式会社［C］
　太陽電池パネルモジュール
　●3 長崎県
諫早市
三菱重工業株式会社 長崎造船所 諫早工場［C］
アモルファス型太陽電池、微結晶タンデム型太陽電池
東彼杵郡東彼杵町
株式会社ツジデン 東そのぎ工場［B］
液晶用バックライト向け光学フィルム及びLED用光学フィルム

　●4 熊本県
合志市
株式会社アドバンスト・ディスプレイ［B］
TFT液晶ディスプレイ

メルコ・ディスプレイ・テクノロジー株式会社［B］
TFTカラー液晶ディスプレイモジュール
玉名郡南関町
富士電機システムズ 株式会社 熊本工場［C］
フィルムタイプアモルファス太陽電池
菊池郡大津町
株式会社ホンダソルテック［C］
CIGS薄膜太陽電池

　●6 宮崎県
宮崎市
昭和シェルソーラー株式会社 宮崎プラント［C］
次世代型薄膜系（CIS）太陽電池
宮崎郡清武町
昭和シェルソーラー株式会社 宮崎第2プラント［C］
次世代型薄膜系（CIS）太陽電池
　●7 鹿児島県
霧島市
京セラ株式会社 鹿児島隼人工場［B］
STN方式LCD

　●1 福岡県
北九州市門司区
神鋼リードミック株式会社［E5］
半導体用リードフレーム
冨士ダイス株式会社 門司工場［E5.E7］
超硬工具
久留米市
株式会社創世エンジニアリング［E5］
ICモールド金型、ICT/F金型、LED、狭ピッチコネクタ、
インジェクションモールド金型、精密加工部品

ノリタケスーパーアブレーシブ株式会社［E5］
ダイヤモンドホイール、CBNホイール、その他関連ダイ
ヤモンド・CBN工具類
直方市
株式会社上塩精工［E5］
金型部品
株式会社東洋プレシジョン［E5］
半導体モールド金型、半導体TF金型
有限会社中村精密［E5.D6］
精密プレス金型用部品、半導体製造装置用部品
株式会社メイホー［E5］
半導体封止用金型、半導体封止システム等各種装置
株式会社ヤマサキテクノス［E5.E7］
プレス金型、治具製作、ワイヤーカット加工
飯塚市
エジソン熱処理株式会社 福岡工場［E5］
金型、治工具、機械部品等の熱処理加工
柳川市
九州エレクトロン株式会社［E5.D3］
バーインボード、バーインボードの半田除去洗浄 ウォッ
チングチェッカー（1,000ピン以上）、バーンインボード
チェッカー（10,000ピン）
中間市
吉川精密株式会社［E5.D8］
リードフレーム金型、モーターコア金型、リードフレーム、
モーターコア、金型製造設備、スタンピング製造設備
糸島市
株式会社熊本精研工業［E5.E7］
精密金型パーツ、精密治具、セラミックス加工
糟屋郡粕屋町
武田産業株式会社［E5.E7］
精密ネジ部品、ウェハプロセスパーツ、プローブカード

遠賀郡遠賀町
テック精密株式会社［D2.E5.E7］
金属加工（切削）、半導体製造装置
株式会社トムラス［E5］
切断金型、封止金型、ボンディング治具
遠賀郡岡垣町
株式会社ワークス［E5］
半導体・レンズ・自動車関連精密金型
鞍手郡鞍手町
藤井精工株式会社［E5］
ICリードフレーム用精密金型、フォーミング金型
　●2 佐賀県
佐賀市
聖徳ゼロテック株式会社［E5.E7］
IC用プレス金型、超硬パーツ、プレス金属加工
鳥栖市
TOWA株式会社 九州事業所［E5.D8］
半導体樹脂封止装置用超精密金型、半導体パッケージ
ング・シンギュレーション装置
　●3 長崎県
長崎市
菱算株式会社［E5］
テスターボード、各種制御基板
　●4 熊本県
八代市
株式会社サンテック 八代工場［E5.D2］
ICモールド金型、ICリード成形金型、TF装置
菊池市
株式会社サンワハイテック［E5.D1］
精密金型、精密加工品、半導体製造装置、精密治工具、
各種省力化機械

日本電子材料株式会社 熊本工場［E5］
プローブカード（IC、LSI等ウエハー検査治具）、電子部
品（ブラウン管用ヒーター等）
宇城市
理化電子株式会社 九州事業所 熊本工場［E5］
スプリングプローグ、ICソケット、テストフィクスチャー、
ニードル、コレット、キャピラリー
阿蘇郡西原村
ネクサスプレシジョン株式会社［E5.D6］
リードフレーム抜き金型、IC製造装置部品
株式会社三井電器 熊本工場［E5］
ICリードフレーム等

上益城郡御船町
株式会社光栄［E5］
半導体用石英硝子製品
上益城郡益城町
株式会社日本マイクロニクス 熊本テクノロジーラボラトリー［E5］
プローブカード
日精電子株式会社［E5.G］
LSI半導体部品製造、超精密金型
　●5 大分県
中津市
大分精密工業株式会社［E5］
金型超精密部品の研削・加工
佐伯市
株式会社サイメックス［E5.E7］
精密機械加工、金型部品加工、金型設計製作、電子部品組立
宇佐市
西日本精機株式会社［E5.D6］
リードフレーム用金型部品、半導体製造装置精密部品、
コネクター他金型部品
国東市
由布合成化学株式会社 大分工場［E5.F1］
オプトデバイス用精密プラスティック部品及び金型
速見郡日出町
株式会社大川金型設計事務所［E5.D3］
金型設計、プラスチック成形（IC関連製品）、3次元画像
外観検査システム装置
　●6 宮崎県
宮崎市
株式会社マイクロ電子サービス［E5.A4.D1.F1.F2］
半導体試験治具、半導体製造装置部品、半導体設計
宮崎郡清武町
株式会社巧研［E5.D8］
金型 （IC及びプラスチック金型）、 金型製造装置
株式会社新菱 宮崎工場［E5］
IC製造設備の表面処理加工・組立、治工具類の洗浄・メ
ンテナンス
　●7 鹿児島県
鹿児島市
株式会社ハラダ精工［E5］
精密機器・精密治工具
霧島市
株式会社マイクロ電子サービス 鹿児島事業所［E5］
半導体試験、治具、半導体製造装置部品

　●1 福岡県
北九州市門司区
株式会社ミツワ［D4.D8］
半導体・FPD関連装置
北九州市若松区
日揮触媒化成株式会社 北九州事業所［E6］
リチウム二次電池用部材 色素増感型太陽電離材料
北九州市八幡西区
アドバンスト・カラーテック株式会社［E6］
液晶ディスプレイ用カラーフィルター
株式会社DNPプレシジョンデバイス［E6］
液晶ディスプレイ用カラーフィルター
株式会社安川電機［D4.D6］
高速・高精度サーボモータ、リニアモータ、産業用ロボッ
ト、半導体製造装置用ロボット/ウェハ搬送システム、液
晶ガラス基板搬送ロボット
福岡市東区
昭和鉄工株式会社［D4］
多段式ガラス基板焼成炉、 シャトル式ハイクリーン焼成
炉、 ローラーハース式焼成炉、 超薄型面状ヒーター
福岡市博多区
アルバック九州株式会社［D4.D8］
半導体・FPD向け真空装置
福岡市中央区
株式会社日立ハイテクノロジーズ 九州支店［D4］
半導体・FPD製造/検査装置、評価システム、FPD製造・
検査・洗浄装置、各種電子材料半導体製品、電子デバイ
ス製品
糟屋郡新宮町
第一施設工業株式会社［D4］
液晶ガラス基板非接触搬送装置、超高速垂直搬送機、
非接触洗浄機、クリーンルーム用リフター

糟屋郡久山町
昭和鉄工株式会社 久山工場［D4］
多段式ガラス基板焼成炉、LCD・PDP用熱処理炉、ハ
イクリーン熱処理炉
　●2 佐賀県
神埼市
株式会社原ノ町鉄工［D4.D6］
液晶製造装置部品、工作機械部品
　●4 熊本県
熊本市
株式会社ケイ・エス・ケイ セミコン事業部 （熊本事業所）［D4］
半導体・液晶製造装置や関連部品（主に前工程）
平田機工株式会社 半導体ビジネスユニット［D4］
各種産業用ロボット、液晶基板搬送装置、ウエハ搬送ロ
ボット、真空搬送ロボット、SMIF、FOUPオープナ、
EFEM真空チャンバー、プリアライナ
水俣市
チッソ株式会社 水俣本部［E6］
液晶、電子線レジスト、ポリイミドワニス、配光剤
玉名市
株式会社九州メカニクス［D2.D4］
半導体・液晶製造装置
菊池市
応用電機株式会社 熊本事業部［D2.D3.F1.F2.G］
半導体検査装置、半導体製造装置、デジタル回路、アナログ回路設計
株式会社ティディエム［D3.E6］
LCD用カラーフィルターの切断、検査製造装置
阿蘇市
東京応化工業株式会社 阿蘇工場［E6］
半導体用・液晶ディスプレイ用フォトレジスト
合志市
株式会社熊本アイディーエム［D2.D4.E5.F2］
半導体製造装置、LCD製造装置
玉名郡南関町
吉野電子工業株式会社［D4］
半導体・LCD製造装置

菊池郡大津町
株式会社くまさんメディクス大津第3工場［D4］
液晶製造装置
東京エレクトロン九州株式会社 大津事業所［D4］
LCD向けコータ・デベロッパー
菊池郡菊陽町
富士フィルム九州株式会社［E6］
FPD向け光学フィルム
阿蘇郡西原村
株式会社東京カソード研究所 九州事業所［D4.E5.E7］
プローブカード、バックライト用電極
　●5 大分県
大分市
エス・イー・テクノ株式会社 大分工場［D4］
FPD製造装置及び太陽電池向け装置
国東市
株式会社京製メック［D4］
FPD製造装置、各種生産合理化機械
　●6 宮崎県
延岡市
旭有機材工業株式会社［E6.E7］
プラスチック配管材、フェノール樹脂成形材料
延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社 ペリクル工場［E2］
フォトマスク防塵フィルム（ペリクル）
　●7 鹿児島県
阿久根市
株式会社上野製作所［D4］
電子産業用機器、FPD向けハンドラー、カバーガラス
出水市
株式会社 マルマエ［D1.D4.D5.D6］
液晶向け大型部品
薩摩川内市
京セラ株式会社 鹿児島川内工場［E6］
半導体部品、液晶用カラーフィルタ、ファインセラミック
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太陽光パネル・FPD

治具・金型
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■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア
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評価・解析

装置・材料
（太陽光パネル・FPD）

　●1 福岡県
福岡市中央区
株式会社住化分析センター 福岡営業部［A7］
エレクトロニクス関連各種分析
株式会社東レリサーチセンター 福岡［A7］
分析・物性測定・解析受託
福岡市博多区
ジェイエムテクノロジー株式会社［A7］
システムLSIテストプログラム作成

福岡市早良区
株式会社ウォルツ［A7］
次世代実装評価用TEGウェハ（チップ）/基板
大牟田市
株式会社三井化学分析センター 大牟田分析部［A7］
電子材料等分析支援
古賀市
アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社［E5］
プロセス評価用Test Element Group Wafer
株式会社チトセ［A7.E5］
システムLSI開発試験受託サービス、半導体テス
ターボード、プリント基板一貫受託サービス

　●5 大分県
大分市
株式会社 日鉄大分テクノサポート［A7］
半導体・FPD評価・解析、環境管理等
速見郡日出町
株式会社エリア［A7］
プリント基板設計、LSIテストアプリケーション開
発、半導体評価・解析、半導体装置メンテナンス

株式会社大分ハイテクノロジー［A7］
半導体故障解析

株式会社日出ハイテック［A2.A7.F1］
半導体設計・開発及び評価等、プリント基板設計、
特性評価、不良解析、組み込み系システム設計

　●1 福岡県
北九州市若松区
ヒロコン株式会社　九州研究開発センター［H］
通信制御用ソフト、画像処理ソフト、計測制御ソフ
ト、組込みソフト
北九州市小倉北区
株式会社光アルファクス 九州電子デバイス営業部［F1］
高付加価値半導体・電子部品・電子デバイス・組込
型ソフト開発
株式会社豊光社［F1.F2］
高密高精度多層プリント配線基板、CAD設計製造、
部品実装
北九州市八幡西区
エコロジスタ株式会社［F1］
各種FA用インバータ、省エネ型高天井照明システム
（H-lightSystem）
福岡市東区
株式会社羽野製作所［F1.F2］
プリント配線基板の設計・製作、部品実装組立、電
子機器開発支援、パネル、フィルムシート他
福岡市博多区
オムロン株式会社 福岡事業所［F1］
各種センサ（インライン膜厚、カラーレジスト膜
厚）、RFIDシステム、プログラマブルコントロー
ラー、ターミナル、セーフティコンポーネント 
（カーテン、スイッチ等）
九州計測器株式会社［F1.D3.H］
ファンクションICテスター、インターフェイス基板、
FPGA/ASIC設計、ソフトウェア（組込みソフト）
株式会社サイバービーイング［F1］
LSI設計開発支援、インターネットコンテンツ制作、 
データベースプログラム開発、ネットワーク構築
ニシム電子工業株式会社［F1.H］
各種システム（制御・通信・電源など）
ワボウ電子株式会社 博多サテライトオフィス［F2］
基板実装・設計 高密度実装
福岡市中央区
株式会社コア 九州カンパニー［F1］
マイコン系システム、組込み系システム

株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ 九州支社［F1］
産業用電池、大型リチウムイオン電池、電源システ
ム、受変電設備
株式会社菱光社九州 ［F1］
半導体、LCD、オプトデバイス、磁気ヘッド
福岡市早良区
富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社［F1］
通信機器用ハードウェア、ファームウェア、ソフト
ウェアの開発設計
株式会社ネットワーク応用技術研究所［H］
ネットワークマネージメントシステム、ヒューマン
インターフェース、ネットワーク応用研究、組み込
みソフトウェア・ツール
大牟田市
大牟田電子工業株式会社［F2］
プリント基板製作、回路設計、パターン設計、部品
実装
久留米市
株式会社ケンコントロールズ［F1.F2］
電子応用機器・自動制御装置・無人車システムの設
計製作、販売、メンテナンス、太陽光発電・風力発
電・水力発電 販売、設置、メンテナンス
直方市
オムロン直方株式会社［F2.F1］
プリント基板実装・電子機器製造
株式会社オリジン［F1］
プリント基板実装・組立
飯塚市
株式会社福岡ソフトウェアセンター［H］
システム開発、ネットワーク事業
中間市
安川エフエイテック株式会社［F1］
FA機械装置、ロボットシステム
安川エンジニアリング株式会社 FA事業所［F1］
メカトロ事業 ロボット事業 半導体・液晶事業

大野城市
明光電子株式会社 福岡本社［F2.A2］
プリント基板、FPGA設計・製作・実装、システム
LSI開発
古賀市
株式会社チトセ［H.A2.F1.F2］
システムLSI開発試験受託サービス、半導体テスター
ボード製造販売、プリント基板一貫受託サービス
福津市
株式会社キューヘン［F1.F2］
変圧器類製造、プリント基板
糸島市
株式会社オートシステム 装置・医療事業部［F1］
各種自動機・医療機器設計・製作
JCM電子有限会社［F2］
プリント基板、ハーネス加工
築上郡上毛町
神栄テクノロジー株式会社 福岡工場 ［F1.F2］
湿度センサ、ホコリセンサ、回路基板、プリント基板実装

　●2 佐賀県
佐賀市
株式会社中村電機製作所［F1.F2］
電気制御機器、電子制御機器、受配電・計装盤・電
子応用盤、防爆制御機器
杵島郡大町町
佐賀三洋工業株式会社［F2］
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、有機半導
体アルミ固体電解コンデンサ、高分子有機半導体固
体電解コンデンサ
西松浦郡有田町
共立エレックス株式会社［F2.E7］
ハイブリッドIC用アルミナセラミックス、 各種電子
回路印刷基板

　●3 長崎県
長崎市
株式会社システック井上［H.F1.A1.D8］
トータルシステムインテグレーション
長菱制御システム株式会社［F2］
プリント基板、プラント制御装置

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 長崎事業所［F1］
システムインテグレーション
佐世保市
株式会社九州テン［F2］
各種無線通信機器
諫早市
株式会社アバール長崎［F1.F2.H］
半導体製造装置向け制御ボード、標準CPU、Bus
ボード、リモート監視、画像処理、通信制御ボード
設計・製造
西彼杵郡長与町
株式会社コム・ハーツジャパン［F1.F2］
電気機械器具、基板設計・製造、筒体設計、機械設
計、組立試験
長崎菱電テクニカ株式会社［F1.F2］
各種部品・装置製作、板金品･射出成形品製作、プリ
ント基板（PWB）製造

　●4 熊本県
熊本市
熊本テクノ株式会社［F1］
ソフト設計、ハード設計、基板、リレー、制御盤組
立、特殊ケーブル加工、半導体製造装置組立
株式会社電盛社［H］
半導体製造装置関連ソフトウェア開発、半導体製造
装置スタートアップ業務

ナガセテクノエンジニアリング株式会社　九州サービス
ステーション［H］
低温真空機器・半導体製造機器・マイクロコン
ピューター応用電気機器・薬液供給管理システム・
再生処理システム・検査装置
西日本エレクトロニクス工業株式会社［F1.H］
電子部品、電機部品の表面処理加工
荒尾市
株式会社カイダ電子 荒尾工場［F1.D8］
電子部品加工組立、半導体製造装置
玉名市
株式会社京写 九州工場［F2］
プリント配線板の製造

宇土市
有限会社今村製作所［F2］
電源基板、シリコン、石英ガラス、セラミックス等製作加工
株式会社熊本マランツ［F1］
チップ実装、半導体製造装置組立
宇城市
株式会社シマヅテック［F1］
コンピュータ用記録製造装置、精密板金加工部品、
半導体製造装置
阿蘇市
オムロン阿蘇株式会社［F1］
電子機器、計測監視制御機器、内蔵用保護機器、レ
ベルスイッチ、ソーラーパワーコンディショナ
玉名郡和水町
阪和電子工業株式会社 熊本工場［A7.D3.D5.F1.F2］
半導体デバイス委託試験、各種半導体評価用測定器・
検査機製造、メカトロニクス制御機器開発

　●5 大分県
大分市
大分キヤノン株式会社 大分事業所［F1］
コンパクトデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
中津市
株式会社旭産業［F2］
プリント基板実装
株式会社寿製作所 九州工場［F1］
カメラ、デジカメ、デジタルビデオ組立
神栄テクノロジー株式会社 大分工場［F1］
電子機械器具製造
杵築市
大分キヤノンマテリアル株式会社 杵築事業所［F1］
複写機、プリンター
株式会社ケイティーエス［D1.D2.F1.F2.G］
マイクロコンピュータ応用システム開発・設計（ホ
テルシステム、病院システム）
宇佐市
パナソニックコミュニケーションズ株式会社 大分事業場
コミュニケーションネットワークカンパニー［F1］
パーソナルファックス、テレホンラインアップ、ハ
イブリッド携帯端末等
国東市
大分キヤノン株式会社 本社・安岐事業所［F1］
デジタル一眼レフカメラ、コンパクトデジタルカメ
ラ、デジタルビデオカメラ
速見郡日出町
株式会社ホックス［F2］
基板実装

　●6 宮崎県
都城市
新生電子株式会社 都城工場［F2］
基板実装（自動車部品・携帯電話）
双信電機株式会社 宮崎工場［F1］
移動体通信、通信・放送映像、一般産業関連関連部品

ユー・エム・シーエレクトロニクス株式会社 宮崎工場［F1］
超高密度実装、ディスクリート実装・解析
日向市
旭化成EMS株式会社 日向事業所［F1］
FPコイル

　●7 鹿児島県
出水市
ヤマト電子株式会社［F1］
電子部品用ガラス
薩摩川内市
株式会社花田電子［F2］
電子部品加工・検査
日置市
株式会社電研エレクトロニクス［F1］
LEDディスプレイ設計・製造
霧島市
キャドテックジャパン株式会社［F2］
プリント基板製作
ファナック株式会社 隼人工場［F1］
サーボモータ用センサー
南さつま市
株式会社エルム［F1.D3］
光ディスク修復装置、半導体特性検査装置

　●1 福岡県
大牟田市
YOCASOL株式会社［C］
　太陽電池パネルモジュール
　●3 長崎県
諫早市
三菱重工業株式会社 長崎造船所 諫早工場［C］
アモルファス型太陽電池、微結晶タンデム型太陽電池
東彼杵郡東彼杵町
株式会社ツジデン 東そのぎ工場［B］
液晶用バックライト向け光学フィルム及びLED用光学フィルム

　●4 熊本県
合志市
株式会社アドバンスト・ディスプレイ［B］
TFT液晶ディスプレイ

メルコ・ディスプレイ・テクノロジー株式会社［B］
TFTカラー液晶ディスプレイモジュール
玉名郡南関町
富士電機システムズ 株式会社 熊本工場［C］
フィルムタイプアモルファス太陽電池
菊池郡大津町
株式会社ホンダソルテック［C］
CIGS薄膜太陽電池

　●6 宮崎県
宮崎市
昭和シェルソーラー株式会社 宮崎プラント［C］
次世代型薄膜系（CIS）太陽電池
宮崎郡清武町
昭和シェルソーラー株式会社 宮崎第2プラント［C］
次世代型薄膜系（CIS）太陽電池
　●7 鹿児島県
霧島市
京セラ株式会社 鹿児島隼人工場［B］
STN方式LCD

　●1 福岡県
北九州市門司区
神鋼リードミック株式会社［E5］
半導体用リードフレーム
冨士ダイス株式会社 門司工場［E5.E7］
超硬工具
久留米市
株式会社創世エンジニアリング［E5］
ICモールド金型、ICT/F金型、LED、狭ピッチコネクタ、
インジェクションモールド金型、精密加工部品

ノリタケスーパーアブレーシブ株式会社［E5］
ダイヤモンドホイール、CBNホイール、その他関連ダイ
ヤモンド・CBN工具類
直方市
株式会社上塩精工［E5］
金型部品
株式会社東洋プレシジョン［E5］
半導体モールド金型、半導体TF金型
有限会社中村精密［E5.D6］
精密プレス金型用部品、半導体製造装置用部品
株式会社メイホー［E5］
半導体封止用金型、半導体封止システム等各種装置
株式会社ヤマサキテクノス［E5.E7］
プレス金型、治具製作、ワイヤーカット加工
飯塚市
エジソン熱処理株式会社 福岡工場［E5］
金型、治工具、機械部品等の熱処理加工
柳川市
九州エレクトロン株式会社［E5.D3］
バーインボード、バーインボードの半田除去洗浄 ウォッ
チングチェッカー（1,000ピン以上）、バーンインボード
チェッカー（10,000ピン）
中間市
吉川精密株式会社［E5.D8］
リードフレーム金型、モーターコア金型、リードフレーム、
モーターコア、金型製造設備、スタンピング製造設備
糸島市
株式会社熊本精研工業［E5.E7］
精密金型パーツ、精密治具、セラミックス加工
糟屋郡粕屋町
武田産業株式会社［E5.E7］
精密ネジ部品、ウェハプロセスパーツ、プローブカード

遠賀郡遠賀町
テック精密株式会社［D2.E5.E7］
金属加工（切削）、半導体製造装置
株式会社トムラス［E5］
切断金型、封止金型、ボンディング治具
遠賀郡岡垣町
株式会社ワークス［E5］
半導体・レンズ・自動車関連精密金型
鞍手郡鞍手町
藤井精工株式会社［E5］
ICリードフレーム用精密金型、フォーミング金型
　●2 佐賀県
佐賀市
聖徳ゼロテック株式会社［E5.E7］
IC用プレス金型、超硬パーツ、プレス金属加工
鳥栖市
TOWA株式会社 九州事業所［E5.D8］
半導体樹脂封止装置用超精密金型、半導体パッケージ
ング・シンギュレーション装置
　●3 長崎県
長崎市
菱算株式会社［E5］
テスターボード、各種制御基板
　●4 熊本県
八代市
株式会社サンテック 八代工場［E5.D2］
ICモールド金型、ICリード成形金型、TF装置
菊池市
株式会社サンワハイテック［E5.D1］
精密金型、精密加工品、半導体製造装置、精密治工具、
各種省力化機械

日本電子材料株式会社 熊本工場［E5］
プローブカード（IC、LSI等ウエハー検査治具）、電子部
品（ブラウン管用ヒーター等）
宇城市
理化電子株式会社 九州事業所 熊本工場［E5］
スプリングプローグ、ICソケット、テストフィクスチャー、
ニードル、コレット、キャピラリー
阿蘇郡西原村
ネクサスプレシジョン株式会社［E5.D6］
リードフレーム抜き金型、IC製造装置部品
株式会社三井電器 熊本工場［E5］
ICリードフレーム等

上益城郡御船町
株式会社光栄［E5］
半導体用石英硝子製品
上益城郡益城町
株式会社日本マイクロニクス 熊本テクノロジーラボラトリー［E5］
プローブカード
日精電子株式会社［E5.G］
LSI半導体部品製造、超精密金型
　●5 大分県
中津市
大分精密工業株式会社［E5］
金型超精密部品の研削・加工
佐伯市
株式会社サイメックス［E5.E7］
精密機械加工、金型部品加工、金型設計製作、電子部品組立
宇佐市
西日本精機株式会社［E5.D6］
リードフレーム用金型部品、半導体製造装置精密部品、
コネクター他金型部品
国東市
由布合成化学株式会社 大分工場［E5.F1］
オプトデバイス用精密プラスティック部品及び金型
速見郡日出町
株式会社大川金型設計事務所［E5.D3］
金型設計、プラスチック成形（IC関連製品）、3次元画像
外観検査システム装置
　●6 宮崎県
宮崎市
株式会社マイクロ電子サービス［E5.A4.D1.F1.F2］
半導体試験治具、半導体製造装置部品、半導体設計
宮崎郡清武町
株式会社巧研［E5.D8］
金型 （IC及びプラスチック金型）、 金型製造装置
株式会社新菱 宮崎工場［E5］
IC製造設備の表面処理加工・組立、治工具類の洗浄・メ
ンテナンス
　●7 鹿児島県
鹿児島市
株式会社ハラダ精工［E5］
精密機器・精密治工具
霧島市
株式会社マイクロ電子サービス 鹿児島事業所［E5］
半導体試験、治具、半導体製造装置部品

　●1 福岡県
北九州市門司区
株式会社ミツワ［D4.D8］
半導体・FPD関連装置
北九州市若松区
日揮触媒化成株式会社 北九州事業所［E6］
リチウム二次電池用部材 色素増感型太陽電離材料
北九州市八幡西区
アドバンスト・カラーテック株式会社［E6］
液晶ディスプレイ用カラーフィルター
株式会社DNPプレシジョンデバイス［E6］
液晶ディスプレイ用カラーフィルター
株式会社安川電機［D4.D6］
高速・高精度サーボモータ、リニアモータ、産業用ロボッ
ト、半導体製造装置用ロボット/ウェハ搬送システム、液
晶ガラス基板搬送ロボット
福岡市東区
昭和鉄工株式会社［D4］
多段式ガラス基板焼成炉、 シャトル式ハイクリーン焼成
炉、 ローラーハース式焼成炉、 超薄型面状ヒーター
福岡市博多区
アルバック九州株式会社［D4.D8］
半導体・FPD向け真空装置
福岡市中央区
株式会社日立ハイテクノロジーズ 九州支店［D4］
半導体・FPD製造/検査装置、評価システム、FPD製造・
検査・洗浄装置、各種電子材料半導体製品、電子デバイ
ス製品
糟屋郡新宮町
第一施設工業株式会社［D4］
液晶ガラス基板非接触搬送装置、超高速垂直搬送機、
非接触洗浄機、クリーンルーム用リフター

糟屋郡久山町
昭和鉄工株式会社 久山工場［D4］
多段式ガラス基板焼成炉、LCD・PDP用熱処理炉、ハ
イクリーン熱処理炉
　●2 佐賀県
神埼市
株式会社原ノ町鉄工［D4.D6］
液晶製造装置部品、工作機械部品
　●4 熊本県
熊本市
株式会社ケイ・エス・ケイ セミコン事業部 （熊本事業所）［D4］
半導体・液晶製造装置や関連部品（主に前工程）
平田機工株式会社 半導体ビジネスユニット［D4］
各種産業用ロボット、液晶基板搬送装置、ウエハ搬送ロ
ボット、真空搬送ロボット、SMIF、FOUPオープナ、
EFEM真空チャンバー、プリアライナ
水俣市
チッソ株式会社 水俣本部［E6］
液晶、電子線レジスト、ポリイミドワニス、配光剤
玉名市
株式会社九州メカニクス［D2.D4］
半導体・液晶製造装置
菊池市
応用電機株式会社 熊本事業部［D2.D3.F1.F2.G］
半導体検査装置、半導体製造装置、デジタル回路、アナログ回路設計
株式会社ティディエム［D3.E6］
LCD用カラーフィルターの切断、検査製造装置
阿蘇市
東京応化工業株式会社 阿蘇工場［E6］
半導体用・液晶ディスプレイ用フォトレジスト
合志市
株式会社熊本アイディーエム［D2.D4.E5.F2］
半導体製造装置、LCD製造装置
玉名郡南関町
吉野電子工業株式会社［D4］
半導体・LCD製造装置

菊池郡大津町
株式会社くまさんメディクス大津第3工場［D4］
液晶製造装置
東京エレクトロン九州株式会社 大津事業所［D4］
LCD向けコータ・デベロッパー
菊池郡菊陽町
富士フィルム九州株式会社［E6］
FPD向け光学フィルム
阿蘇郡西原村
株式会社東京カソード研究所 九州事業所［D4.E5.E7］
プローブカード、バックライト用電極
　●5 大分県
大分市
エス・イー・テクノ株式会社 大分工場［D4］
FPD製造装置及び太陽電池向け装置
国東市
株式会社京製メック［D4］
FPD製造装置、各種生産合理化機械
　●6 宮崎県
延岡市
旭有機材工業株式会社［E6.E7］
プラスチック配管材、フェノール樹脂成形材料
延岡市
旭化成エレクトロニクス株式会社 ペリクル工場［E2］
フォトマスク防塵フィルム（ペリクル）
　●7 鹿児島県
阿久根市
株式会社上野製作所［D4］
電子産業用機器、FPD向けハンドラー、カバーガラス
出水市
株式会社 マルマエ［D1.D4.D5.D6］
液晶向け大型部品
薩摩川内市
京セラ株式会社 鹿児島川内工場［E6］
半導体部品、液晶用カラーフィルタ、ファインセラミック
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■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア
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メンテナンス
　●1 福岡県
北九州市八幡西区
株式会社新菱［D7.E6］
半導体製造用機器及び部品メンテナンス 太陽電池用
ウェハの表面加工
北九州市八幡東区
株式会社アドバンテスト 北九州R＆Dセンタ［D3］
次世代半導体試験装置メンテナンス
福岡市博多区
日本電子株式会社 福岡サービスサポートセンター［D7］
JOEL製機器の技術サービス、試薬販売
大牟田市
株式会社旭精機［D7］
半導体真空装置メンテナンス、真空周辺機器の設計
製造

遠賀郡水巻町
アルバック九州株式会社 北九州CSセンター［D7］
カスタマーサポート
　●3 長崎県
諌早市
アルバック九州株式会社 長崎CSセンター［D7］
カスタマーサポート
有限会社ザブ・テック［D7］
真空装置部品のブラスト、洗浄、真空ポンプ洗浄、
半導体・太陽電池製造装置部品の精密洗浄
　●4 熊本県
菊池市
アルバック九州株式会社 熊本CSセンター［D7］
カスタマーサポート、真空装置部品加工

合志市
株式会社旭精機 熊本事業所［D1.D2.D7.G.E5］
真空機器・装置類の製作メンテナンス
球磨郡あさぎり町
株式会社KHC［D7］
精密機械部品設計製造、機械設備メンテナンス、プ
リント基板
　●5 大分県
大分市
アルバック九州株式会社 北九州CSセンター 大分分室［D7］
半導体・FPD関連真空装置メンテナンス
クリテックサービス株式会社 大分事業所［D7］
液晶・半導体治具洗浄
　●6 宮崎県
児湯郡新富町
アルバック九州株式会社 鹿児島CSセンター 宮崎分室［D7］
カスタマーサポート

　●1 福岡県
北九州市戸畑区
ジャパンシステムエンジニアリング株式会社［D8］
電子制御機器の開発製作、ウエハソーター
北九州市小倉北区
株式会社安川電機 ロボティクスオートメーション事業部［D8］
FAサーボ、システム電機品、充電機器、真空搬送シ
ステム装置、クリーン搬送システム装置
株式会社リガク 九州営業所［D8］
インラインX線膜厚・密度モニターX線回析装置、 蛍
光X線分析装置、 熱分析装置、 X線非破壊検査装置
北九州市小倉南区
株式会社陽和［D6］
半導体製造装置用部品
福岡市東区
株式会社坂本電機製作所［D6］
半導体製造装置ユニット、デジタル水準器、精密加工
福岡市博多区
坂口製作所［D8］
精密機械器具、半導体関連装置部品、小物精密加工部品
末松九機株式会社［D6］
システム機器、メカトロ製品、重電機器、情報機器、
機械機器
株式会社正興C&E［D8］
プリント基板最終外観検査装置、プリント基板研磨装
置及び周辺機器・研磨剤
大牟田市
有明マテリアル株式会社 九州営業所［D8］
各種セラミック製品
九州三井アルミニウム工業株式会社［D6］
高純度アルミニウム、アルミニウム鋳物・加工品
三井金属九州機工株式会社 ［D8］
自動車・家電関係の機能部品、ICチップ実装フィーダー
有限会社ユー・ピー・アート［D6］
半導体製造装置部品
久留米市
株式会社カシワ［D6］
精密・省力機械機器部品
北原ウエルテック株式会社［D6］
半導体製造装置板金部品、機械加工部品
株式会社野口機工［D6］
IC封止装置部品加工
直方市
直方機工株式会社［D8.E5］
半導体自動化装置システム、各種治工具
有限会社二島精密工業［D6］
半導体製造装置部品
中間市
五楽工業株式会社［D6］
クリーンロボット部品
春日市
株式会社岳将［D6.E7］
超音波応用加工機、セラミックス・ガラスの精密部品
受託加工
古賀市
九州電熱工業株式会社 ［D8］
シーズヒーター、カートリッジヒーター、鋳込ヒー
ター、バンドヒーター電気炉、乾燥機
西部電機株式会社［D8］
産業機械、工作機械、総合物流機器
糟屋郡粕屋町
電機樹脂株式会社［D8］
プラスチック精密機械部品切削
遠賀郡岡垣町
株式会社中島ターレット［D6］
半導体製造装置部品

　●2 佐賀県
神埼市
株式会社千代田電工［D8］
半導体製造装置の機内配線
神埼郡吉野ヶ里町
株式会社合瀬製作所［D6］
半導体製造装置部品、純タングステン・モリブデン
等の加工、研究用ロボット組立
三養基郡基山町
株式会社ワイ・デー・ケー九州［D6］
半導体製造装置、精密切削加工
三養基郡みやき町
武井電機工業株式会社［D8］
光メディア用ディスクの生産設備、半導体生産設
備、FAメカトロ製品、システム制御装置、レーザー
加工機、ITO膜カッティング装置

　●3 長崎県
長崎市
協和機電工業株式会社［D6］
半導体製造装置モジュール（マテハン・メカトロ、
搬送装置）
株式会社PAL構造［D8］
半導体製造装置・部品の構造強度、変形、振動・熱
応力・変形問題についての解析・評価
佐世保市
株式会社富士商工［D6］
半導体装置向けフレーム組立溶接、薄板（SUS、
SS）板金加工
大村市
五島精密［D8］
部品、治具

　●4 熊本県
熊本市
株式会社くまさんメディクステクニカル・センター ［D7.D8.D1］
半導体製造装置製造、メンテナンス
荒尾市
株式会社三ツ矢エンジニアリング 荒尾工場［D8］
精密製缶板金、省力化機器
玉名市
株式会社九州プレシジョン［D8］
半導体・液晶製造装置の精密板金
菊池市
株式会社九州イノアック 菊池工場［D8］
半導体搬送用トレイ
ミライアル株式会社 熊本事業所［D8］
シリコンウェハー用バスケット、シリコンウエハー出荷容器
株式会社山清工業九州［D8］
半導体製造装置
宇土市
株式会社新菱 熊本工場［D6.D7.D8］
IC製造設備表面処理・組立、治工具類の洗浄・メンテナンス
宇城市
株式会社ケイ・エム・ケイ［D6］
高精度部品加工、ユニット組立
合志市
トレジャーオブテクノロジー株式会社［D8］
装置設計、技術者派遣、ソフトウェア開発、メンテナンス
日本ピラー工業株式会社 九州工場［D6］
半導体装置向け部品（フッ素樹脂製継ぎ手）
下益城郡富合町
株式会社アラオ［D6］
検査装置、製造装置の設計・製作
鹿本郡植木町
株式会社野毛電気工業 九州事業部［D8］
各種めっき
菊池郡大津町
萩原エンジニアリング 株式会社［D8］
半導体関連装置
菊池郡菊陽町
株式会社インターテック 熊本事業所［D8］
半導体製造装置のリユース

阿蘇郡西原村
株式会社エムイーエス［D8］
精密機械加工、半導体製造装置（EFEM）
株式会社堀場エステック 阿蘇工場［D8］
流体計測機器、流体制御機器、真空計測機器、液体
材料気化装置、ガス発生・精製装置、精密混合装
置、レティクル/マスク異物検査装置
上益城郡御船町
株式会社三原精機［D8］
自動機省力機、精密部品加工
株式会社三愛機工［D6］
半導体装置用精密フレーム及び精密板金
上益城郡益城町
有限会社熊本テクノロジー［D6］
精密高速ステージ
株式会社ミヤムラ 益城工場［D6］
半導体・液晶洗浄装置向け樹脂タンク、半導体・液
晶洗浄装置向けフレーム塩ビ巻き加工

　●5 大分県
大分市
カミマル株式会社 九州事業部［D7.D8］
半導体製造装置設計・組立、メンテナンス
九州精機株式会社 ［D8］
半導体製造装置、各種自動化機械、精密機械加工

株式会社ポシブルハーツ 大分事業所 アルマイト事業部［D6］
半導体製造装置用消耗部品
佐伯市
株式会社長尾製作所［D6］
金属加工（プレス・板金）、製造装置部品
株式会社二豊鉄工所［D8］
精密板金、電装品加工、精密機器組立
杵築市
ダイヘンテック株式会社［D8］
溶接機用電源装置、各種自動化機器、ソフトウエア開発
由布市
株式会社エイ・ケイ・システム［D8］
半導体製造装置
国東市
ムサシ工業株式会社［D6］
半導体製造装置部品加工
　●6 宮崎県
延岡市
株式会社昭和［D2.D6.D8.F1］
高精度精密板金、通信情報半導体機器・部品、機械加工
有限会社桐木工作所［D8.D6］
半導体製造装置および部品
西都市
アルバック機工株式会社［D6］
モーター直結式小型真空ポンプ、小型真空排気セッ
ト、実験用真空蒸着装置、アスピレーター、小型高
周波スパッタリング装置

　●7 鹿児島県
出水市
有限会社トライメック［D8］
スライス盤施盤を中心とした金属加工
霧島市
アルパック九州株式会社 鹿児島事業所［D6］
小型真空ポンプ、小型真空機器・装置
アルバック精機株式会社［D6］
各種真空ポンプ・真空バルブ
鹿児島精機株式会社［D6］
真空ポンプ部品、金型用プレート
株式会社西中製作所［D8］
自動省力機器、搬送機、精密部品加工
株式会社藤田ワークス［D8］
高精度精密板金
薩摩郡さつま町
アロン電機株式会社［D6］
IC部品・電子部品のプレス加工・組立、省力化機
械・自動機設計等

　●1 福岡県
北九州市戸畑区
新日鐵化学株式会社 九州製造所［E7］
フレキシブルプリント基板用無接着剤銅張積層板、 
有機EL材料
大光炉材株式会社 新素材統括部［E7］
ファインセラミックス製品
北九州市若松区
サンユー工業株式会社 北九州開発センター［E7］
半導体リレー、リードリレー・ウェットリードリ
レー等
日揮触媒化成株式会社 北九州事業所［E7］
各種触媒、ファインケミカル製品
株式会社日立金属若松［E7］
メッキ処理加工、熱処理加工、産業機械の設計・製
作・据付
北九州市小倉北区
板井築炉株式会社［E7］
セラミックス精密加工
東陶機器株式会社［E7］
各種精密セラミックス、 光通信用セラミック部品
北九州市八幡西区
黒崎播磨株式会社［E7］
ファインセラミックス（ICプロセス関連、フラット
ディスプレイ関連）
高野興産株式会社［E7］
ガリウム砒素封止材、ICチップ洗浄液
福岡市博多区
株式会社ADEKA 福岡支店［E7］
封止材料（高純度エポキシ）、レジスト材料、エッ
チングガス、表面処理剤
井上喜株式会社［E7］
半導体ケミカル及び電子材料の販売
九州日東精工株式会社［E7］
超精密加工（切削、研磨、板金、プレス、表面処理）
日本タングステン株式会社［E7］
電子部品（タングステン線・棒、モリブデン）、セ
ラミック部品、超硬合金
福電資材株式会社［E7.F1.F2］
半導体デバイス 電子・電気絶縁材料
福岡市中央区
小金丸彫刻工業株式会社［E7］
マーキング用ゴム印、レーザーマーキング用マスク
株式会社三井化学 福岡支店［E3.E7］
機能化学品、機能樹脂、基礎化学品
大牟田市
株式会社エム・シー・エス［E7］
TABテープ
電気化学工業株式会社 大牟田工場［E5.E7.F2］
アセチレンブラック、アルミナセメント、ファイア
レン、溶融シリカ 、ボロンカーバイト、ボロンナイ
トライド、窒化ケイ素、窒化アルミニウム

三井金属鉱業株式会社 レアメタル事業部 三池レアメタル工場［E7］
酸化セリウム系研磨材、酸化タンタル、酸化ニオブ等
久留米市
株式会社睦美化成［E7］
フッ素樹脂コーティング、エンジニアリングプラス
チックコーティング
直方市
有限会社飯野鉄工所［E7］
機械加工、円筒・内面研削
九州住友ベークライト株式会社［E7］
半導体封止用成形材料
飯塚市
日本タングステン株式会社 飯塚工場［E7］
タングステン・モリブデン等の金属精製・加工、ファ
インセラミック製造
田川市
株式会社北九州シーアイシー研究所［E7］
無塵クリーニング、特殊部品表面洗浄

中間市
株式会社岡部マイカ工業所［E7］
電気絶縁用マイカ製品・関連製品、放熱絶縁用マイ
カシート、天然マイカ
大野城市
池田テクノコート株式会社［E7］
フッ素樹脂系表面処理
千住金属工業株式会社 福岡営業所［E7］
半田、フラックス、半田付け周辺機器・装置、軸
受・油圧機器部品
うきは市
日本精工九州株式会社［E7］
精密ボールねじ、半導体搬送用装置部品
糟屋郡宇美町
日本タングステン株式会社 宇美工場［E7］
タングステン・モリブデン等の金属精製・加工、
ファインセラミック製造
糟屋郡粕屋町
株式会社西日本皮膜［E7］
アルミニウムの表面処理
糟屋郡須恵町
博多金物株式会社［E7］
金属材料のリサイクル

　●2 佐賀県
鳥栖市
昭栄化学工業株式会社 鳥栖事業所［E7］
導電ペースト、抵抗ペースト、絶縁ペースト
武雄市
オムロン武雄株式会社［E7］
ソリッドステートリレー、パワーリレー
神埼郡吉野ヶ里町
田中電子工業株式会社［E7］
ボンディングワイヤ（金、アルミ）
日東エレクトロニクス九州株式会社［E7］
半導体封止樹脂
三養基郡基山町
田口電機工業株式会社［E7］
電気メッキ加工及びその他の表面処理加工全般
日本タングステン株式会社 基山工場［E7］
タングステン・モリブデン等の金属精製・加工、
ファインセラミック製造
三養基郡上峰町
株式会社ニシハラ理工 佐賀工場［E7］
めっき加工、生産装置の設計製作、エンジニアリング

　●3 長崎県
佐世保市
信越石英株式会社 佐世保工場［E7］
半導体用、光学用、光通信用石英ガラス製品
大村市
株式会社九州電通［E7］
水晶振動子、シリコンウエハリサイクル
日本ナノテク株式会社［E7］
高機能ナノメータ超薄膜、イオンドープ超微粒子ハイ
ブリッド

　●4 熊本県
荒尾市
有限会社旭製作所［E7］
理化学用硝子、半導体及び光ファイバー用石英硝子、
高真空分子蒸留装置、精密分留装置
株式会社不二宮製作所［E7］
金属加工
山鹿市
オムロンリレーアンドデバイス株式会社［E7］
マグネットリレー
有限会社共栄製作所［E7］
精密部品、半導体装置
菊池市
株式会社ミネロン 熊本工場［E7］
プラスチックマガジン、プラスチックトレイ、エン
ボスキャリヤテープ、TABテープ用ディスペンサー

玉名郡南関町
冨士ダイス株式会社 熊本製造所［E7］
超硬工具
玉名郡長洲町
九州不二サッシ株式会社［E7］
精密加工品、アルミ加工品、押出形材、サッシ
菊池郡大津町
株式会社上村エンタープライズ［E7］
精密部品（樹脂）
株式会社大津テック［E5.E7］
金属加工（切削）
信越石英株式会社 九州工場［E7］
半導体用石英ガラス
阿蘇郡高森町
株式会社伊澤製作所 熊本工場［E7］
合成樹脂加工、機械加工
阿蘇郡西原村
ナカヤマ精密株式会社 熊本工場［E7］
ワイヤー、ダイボンディング材

　●5 大分県
別府市
オムロン太陽株式会社［E7］
リレー用ソケット製造
由布合成化学株式会社 別府工場［E7］
LED用部品、センサー部品
中津市
東陶機器株式会社 中津第二工場［E7］
セラミック精密機械部品
杵築市
由布合成化学株式会社 杵築工場［E7］
LED用部品、センサー部品
宇佐市
株式会社ワールド精密［E7］
電動ドレッサー

　●6 宮崎県
日向市
富士チタン工業株式会社 日向工場［E7］
酸化チタン
宮崎郡清武町
エプソントヨコム株式会社 宮崎事業所［E7］
水晶振動子／発振器（タイミングデバイス）、オプ
ティカルデバイス
三倉物産株式会社［E7］
研磨加工、研磨材再生
児湯郡川南町
株式会社九州大真空［E7］
音叉型水晶振動子、水晶応用製品

　●7 鹿児島県
鹿児島市
日水電気化学工業株式会社［E7］
金属・非鉄金属の表面処理
出水市
株式会社NEOMAX鹿児島［E7］
PGA用リードピン、BGA用Cuボール、AL蒸着
L/F、SMDパッケージ用シーリング
霧島市
アルバックマテリアル株式会社 九州営業所［E7］
半導体薄膜材料、スパッタリング装置等のデポ膜剥
離防止処理
京セラ株式会社 鹿児島国分工場［E7］
積層セラミックコンデンサ、セラミックフィルタ、積
層PKG、薄膜PKG、機械構造部品
大口市
大口電子株式会社［E4.E7］
リードフレーム、ボンディングワイヤー
熊毛郡上屋久町
屋久島電工株式会社 屋久島事業所［E7］
炭化ケイ素

　●1 福岡県
北九州市八幡西区
株式会社カンセツ 福岡事業所［G］
電子産業設備や自動化・省力化設備の設計
株式会社高田工業所［G.D1］
半導体製造装置（ウエハ洗浄、乾燥）、クリーン
ルーム設備、高純度ガス・薬液配管設備
三菱化学エンジニアリング株式会社 九州支店［G］
各種エンジニアリング、設備管理・メンテナンス
福岡市中央区
株式会社ダン・タクマ 九州支店［G］
クリーン機器の製造・販売

福岡市博多区
株式会社正興商会［G.H］
セキュリティソリューション
株式会社正興電機製作所［B.F1.G］
特別高圧受配電盤、パワーセンター、電力制御シス
テム、水処理監視制御システム、自動化電子機器、
事業所用蓄電システム

　●2 佐賀県
杵島郡江北町
有限会社佐賀プラント工業［G］
自動制御ハード・ソフト開発、クリーンルーム内搬
送装置、設備メンテナンス

　●3 長崎県
長崎市
長菱エンジニアリング株式会社［G］
設備診断、環境アセスメント

大村市
ケー・エム・テクノロジー株式会社［G］
半導体製造設備の保守・保全管理、ウエハリサイク
ル、テストウェハ製造販売 燃料電池評価、クリーン
ルーム用消耗品販売
伸和コントロールズ株式会社 九州事業所［G］
精密温度制御システム、自動制御機器の設計・製造、
局所クリーンルーム空気浄化装置・冷却システム

　●6 宮崎県
延岡市
株式会社池上鐵工所［G.F1］
特殊・高純度ガスの小径配管工事等
日向市
株式会社キヨモトテックイチ［G］
産業用機械設計製作・据付
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その他装置・関連部材

材料全般
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■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア
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●7 
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メンテナンス
　●1 福岡県
北九州市八幡西区
株式会社新菱［D7.E6］
半導体製造用機器及び部品メンテナンス 太陽電池用
ウェハの表面加工
北九州市八幡東区
株式会社アドバンテスト 北九州R＆Dセンタ［D3］
次世代半導体試験装置メンテナンス
福岡市博多区
日本電子株式会社 福岡サービスサポートセンター［D7］
JOEL製機器の技術サービス、試薬販売
大牟田市
株式会社旭精機［D7］
半導体真空装置メンテナンス、真空周辺機器の設計
製造

遠賀郡水巻町
アルバック九州株式会社 北九州CSセンター［D7］
カスタマーサポート
　●3 長崎県
諌早市
アルバック九州株式会社 長崎CSセンター［D7］
カスタマーサポート
有限会社ザブ・テック［D7］
真空装置部品のブラスト、洗浄、真空ポンプ洗浄、
半導体・太陽電池製造装置部品の精密洗浄
　●4 熊本県
菊池市
アルバック九州株式会社 熊本CSセンター［D7］
カスタマーサポート、真空装置部品加工

合志市
株式会社旭精機 熊本事業所［D1.D2.D7.G.E5］
真空機器・装置類の製作メンテナンス
球磨郡あさぎり町
株式会社KHC［D7］
精密機械部品設計製造、機械設備メンテナンス、プ
リント基板
　●5 大分県
大分市
アルバック九州株式会社 北九州CSセンター 大分分室［D7］
半導体・FPD関連真空装置メンテナンス
クリテックサービス株式会社 大分事業所［D7］
液晶・半導体治具洗浄
　●6 宮崎県
児湯郡新富町
アルバック九州株式会社 鹿児島CSセンター 宮崎分室［D7］
カスタマーサポート

　●1 福岡県
北九州市戸畑区
ジャパンシステムエンジニアリング株式会社［D8］
電子制御機器の開発製作、ウエハソーター
北九州市小倉北区
株式会社安川電機 ロボティクスオートメーション事業部［D8］
FAサーボ、システム電機品、充電機器、真空搬送シ
ステム装置、クリーン搬送システム装置
株式会社リガク 九州営業所［D8］
インラインX線膜厚・密度モニターX線回析装置、 蛍
光X線分析装置、 熱分析装置、 X線非破壊検査装置
北九州市小倉南区
株式会社陽和［D6］
半導体製造装置用部品
福岡市東区
株式会社坂本電機製作所［D6］
半導体製造装置ユニット、デジタル水準器、精密加工
福岡市博多区
坂口製作所［D8］
精密機械器具、半導体関連装置部品、小物精密加工部品
末松九機株式会社［D6］
システム機器、メカトロ製品、重電機器、情報機器、
機械機器
株式会社正興C&E［D8］
プリント基板最終外観検査装置、プリント基板研磨装
置及び周辺機器・研磨剤
大牟田市
有明マテリアル株式会社 九州営業所［D8］
各種セラミック製品
九州三井アルミニウム工業株式会社［D6］
高純度アルミニウム、アルミニウム鋳物・加工品
三井金属九州機工株式会社 ［D8］
自動車・家電関係の機能部品、ICチップ実装フィーダー
有限会社ユー・ピー・アート［D6］
半導体製造装置部品
久留米市
株式会社カシワ［D6］
精密・省力機械機器部品
北原ウエルテック株式会社［D6］
半導体製造装置板金部品、機械加工部品
株式会社野口機工［D6］
IC封止装置部品加工
直方市
直方機工株式会社［D8.E5］
半導体自動化装置システム、各種治工具
有限会社二島精密工業［D6］
半導体製造装置部品
中間市
五楽工業株式会社［D6］
クリーンロボット部品
春日市
株式会社岳将［D6.E7］
超音波応用加工機、セラミックス・ガラスの精密部品
受託加工
古賀市
九州電熱工業株式会社 ［D8］
シーズヒーター、カートリッジヒーター、鋳込ヒー
ター、バンドヒーター電気炉、乾燥機
西部電機株式会社［D8］
産業機械、工作機械、総合物流機器
糟屋郡粕屋町
電機樹脂株式会社［D8］
プラスチック精密機械部品切削
遠賀郡岡垣町
株式会社中島ターレット［D6］
半導体製造装置部品

　●2 佐賀県
神埼市
株式会社千代田電工［D8］
半導体製造装置の機内配線
神埼郡吉野ヶ里町
株式会社合瀬製作所［D6］
半導体製造装置部品、純タングステン・モリブデン
等の加工、研究用ロボット組立
三養基郡基山町
株式会社ワイ・デー・ケー九州［D6］
半導体製造装置、精密切削加工
三養基郡みやき町
武井電機工業株式会社［D8］
光メディア用ディスクの生産設備、半導体生産設
備、FAメカトロ製品、システム制御装置、レーザー
加工機、ITO膜カッティング装置

　●3 長崎県
長崎市
協和機電工業株式会社［D6］
半導体製造装置モジュール（マテハン・メカトロ、
搬送装置）
株式会社PAL構造［D8］
半導体製造装置・部品の構造強度、変形、振動・熱
応力・変形問題についての解析・評価
佐世保市
株式会社富士商工［D6］
半導体装置向けフレーム組立溶接、薄板（SUS、
SS）板金加工
大村市
五島精密［D8］
部品、治具

　●4 熊本県
熊本市
株式会社くまさんメディクステクニカル・センター ［D7.D8.D1］
半導体製造装置製造、メンテナンス
荒尾市
株式会社三ツ矢エンジニアリング 荒尾工場［D8］
精密製缶板金、省力化機器
玉名市
株式会社九州プレシジョン［D8］
半導体・液晶製造装置の精密板金
菊池市
株式会社九州イノアック 菊池工場［D8］
半導体搬送用トレイ
ミライアル株式会社 熊本事業所［D8］
シリコンウェハー用バスケット、シリコンウエハー出荷容器
株式会社山清工業九州［D8］
半導体製造装置
宇土市
株式会社新菱 熊本工場［D6.D7.D8］
IC製造設備表面処理・組立、治工具類の洗浄・メンテナンス
宇城市
株式会社ケイ・エム・ケイ［D6］
高精度部品加工、ユニット組立
合志市
トレジャーオブテクノロジー株式会社［D8］
装置設計、技術者派遣、ソフトウェア開発、メンテナンス
日本ピラー工業株式会社 九州工場［D6］
半導体装置向け部品（フッ素樹脂製継ぎ手）
下益城郡富合町
株式会社アラオ［D6］
検査装置、製造装置の設計・製作
鹿本郡植木町
株式会社野毛電気工業 九州事業部［D8］
各種めっき
菊池郡大津町
萩原エンジニアリング 株式会社［D8］
半導体関連装置
菊池郡菊陽町
株式会社インターテック 熊本事業所［D8］
半導体製造装置のリユース

阿蘇郡西原村
株式会社エムイーエス［D8］
精密機械加工、半導体製造装置（EFEM）
株式会社堀場エステック 阿蘇工場［D8］
流体計測機器、流体制御機器、真空計測機器、液体
材料気化装置、ガス発生・精製装置、精密混合装
置、レティクル/マスク異物検査装置
上益城郡御船町
株式会社三原精機［D8］
自動機省力機、精密部品加工
株式会社三愛機工［D6］
半導体装置用精密フレーム及び精密板金
上益城郡益城町
有限会社熊本テクノロジー［D6］
精密高速ステージ
株式会社ミヤムラ 益城工場［D6］
半導体・液晶洗浄装置向け樹脂タンク、半導体・液
晶洗浄装置向けフレーム塩ビ巻き加工

　●5 大分県
大分市
カミマル株式会社 九州事業部［D7.D8］
半導体製造装置設計・組立、メンテナンス
九州精機株式会社 ［D8］
半導体製造装置、各種自動化機械、精密機械加工

株式会社ポシブルハーツ 大分事業所 アルマイト事業部［D6］
半導体製造装置用消耗部品
佐伯市
株式会社長尾製作所［D6］
金属加工（プレス・板金）、製造装置部品
株式会社二豊鉄工所［D8］
精密板金、電装品加工、精密機器組立
杵築市
ダイヘンテック株式会社［D8］
溶接機用電源装置、各種自動化機器、ソフトウエア開発
由布市
株式会社エイ・ケイ・システム［D8］
半導体製造装置
国東市
ムサシ工業株式会社［D6］
半導体製造装置部品加工
　●6 宮崎県
延岡市
株式会社昭和［D2.D6.D8.F1］
高精度精密板金、通信情報半導体機器・部品、機械加工
有限会社桐木工作所［D8.D6］
半導体製造装置および部品
西都市
アルバック機工株式会社［D6］
モーター直結式小型真空ポンプ、小型真空排気セッ
ト、実験用真空蒸着装置、アスピレーター、小型高
周波スパッタリング装置

　●7 鹿児島県
出水市
有限会社トライメック［D8］
スライス盤施盤を中心とした金属加工
霧島市
アルパック九州株式会社 鹿児島事業所［D6］
小型真空ポンプ、小型真空機器・装置
アルバック精機株式会社［D6］
各種真空ポンプ・真空バルブ
鹿児島精機株式会社［D6］
真空ポンプ部品、金型用プレート
株式会社西中製作所［D8］
自動省力機器、搬送機、精密部品加工
株式会社藤田ワークス［D8］
高精度精密板金
薩摩郡さつま町
アロン電機株式会社［D6］
IC部品・電子部品のプレス加工・組立、省力化機
械・自動機設計等

　●1 福岡県
北九州市戸畑区
新日鐵化学株式会社 九州製造所［E7］
フレキシブルプリント基板用無接着剤銅張積層板、 
有機EL材料
大光炉材株式会社 新素材統括部［E7］
ファインセラミックス製品
北九州市若松区
サンユー工業株式会社 北九州開発センター［E7］
半導体リレー、リードリレー・ウェットリードリ
レー等
日揮触媒化成株式会社 北九州事業所［E7］
各種触媒、ファインケミカル製品
株式会社日立金属若松［E7］
メッキ処理加工、熱処理加工、産業機械の設計・製
作・据付
北九州市小倉北区
板井築炉株式会社［E7］
セラミックス精密加工
東陶機器株式会社［E7］
各種精密セラミックス、 光通信用セラミック部品
北九州市八幡西区
黒崎播磨株式会社［E7］
ファインセラミックス（ICプロセス関連、フラット
ディスプレイ関連）
高野興産株式会社［E7］
ガリウム砒素封止材、ICチップ洗浄液
福岡市博多区
株式会社ADEKA 福岡支店［E7］
封止材料（高純度エポキシ）、レジスト材料、エッ
チングガス、表面処理剤
井上喜株式会社［E7］
半導体ケミカル及び電子材料の販売
九州日東精工株式会社［E7］
超精密加工（切削、研磨、板金、プレス、表面処理）
日本タングステン株式会社［E7］
電子部品（タングステン線・棒、モリブデン）、セ
ラミック部品、超硬合金
福電資材株式会社［E7.F1.F2］
半導体デバイス 電子・電気絶縁材料
福岡市中央区
小金丸彫刻工業株式会社［E7］
マーキング用ゴム印、レーザーマーキング用マスク
株式会社三井化学 福岡支店［E3.E7］
機能化学品、機能樹脂、基礎化学品
大牟田市
株式会社エム・シー・エス［E7］
TABテープ
電気化学工業株式会社 大牟田工場［E5.E7.F2］
アセチレンブラック、アルミナセメント、ファイア
レン、溶融シリカ 、ボロンカーバイト、ボロンナイ
トライド、窒化ケイ素、窒化アルミニウム

三井金属鉱業株式会社 レアメタル事業部 三池レアメタル工場［E7］
酸化セリウム系研磨材、酸化タンタル、酸化ニオブ等
久留米市
株式会社睦美化成［E7］
フッ素樹脂コーティング、エンジニアリングプラス
チックコーティング
直方市
有限会社飯野鉄工所［E7］
機械加工、円筒・内面研削
九州住友ベークライト株式会社［E7］
半導体封止用成形材料
飯塚市
日本タングステン株式会社 飯塚工場［E7］
タングステン・モリブデン等の金属精製・加工、ファ
インセラミック製造
田川市
株式会社北九州シーアイシー研究所［E7］
無塵クリーニング、特殊部品表面洗浄

中間市
株式会社岡部マイカ工業所［E7］
電気絶縁用マイカ製品・関連製品、放熱絶縁用マイ
カシート、天然マイカ
大野城市
池田テクノコート株式会社［E7］
フッ素樹脂系表面処理
千住金属工業株式会社 福岡営業所［E7］
半田、フラックス、半田付け周辺機器・装置、軸
受・油圧機器部品
うきは市
日本精工九州株式会社［E7］
精密ボールねじ、半導体搬送用装置部品
糟屋郡宇美町
日本タングステン株式会社 宇美工場［E7］
タングステン・モリブデン等の金属精製・加工、
ファインセラミック製造
糟屋郡粕屋町
株式会社西日本皮膜［E7］
アルミニウムの表面処理
糟屋郡須恵町
博多金物株式会社［E7］
金属材料のリサイクル

　●2 佐賀県
鳥栖市
昭栄化学工業株式会社 鳥栖事業所［E7］
導電ペースト、抵抗ペースト、絶縁ペースト
武雄市
オムロン武雄株式会社［E7］
ソリッドステートリレー、パワーリレー
神埼郡吉野ヶ里町
田中電子工業株式会社［E7］
ボンディングワイヤ（金、アルミ）
日東エレクトロニクス九州株式会社［E7］
半導体封止樹脂
三養基郡基山町
田口電機工業株式会社［E7］
電気メッキ加工及びその他の表面処理加工全般
日本タングステン株式会社 基山工場［E7］
タングステン・モリブデン等の金属精製・加工、
ファインセラミック製造
三養基郡上峰町
株式会社ニシハラ理工 佐賀工場［E7］
めっき加工、生産装置の設計製作、エンジニアリング

　●3 長崎県
佐世保市
信越石英株式会社 佐世保工場［E7］
半導体用、光学用、光通信用石英ガラス製品
大村市
株式会社九州電通［E7］
水晶振動子、シリコンウエハリサイクル
日本ナノテク株式会社［E7］
高機能ナノメータ超薄膜、イオンドープ超微粒子ハイ
ブリッド

　●4 熊本県
荒尾市
有限会社旭製作所［E7］
理化学用硝子、半導体及び光ファイバー用石英硝子、
高真空分子蒸留装置、精密分留装置
株式会社不二宮製作所［E7］
金属加工
山鹿市
オムロンリレーアンドデバイス株式会社［E7］
マグネットリレー
有限会社共栄製作所［E7］
精密部品、半導体装置
菊池市
株式会社ミネロン 熊本工場［E7］
プラスチックマガジン、プラスチックトレイ、エン
ボスキャリヤテープ、TABテープ用ディスペンサー

玉名郡南関町
冨士ダイス株式会社 熊本製造所［E7］
超硬工具
玉名郡長洲町
九州不二サッシ株式会社［E7］
精密加工品、アルミ加工品、押出形材、サッシ
菊池郡大津町
株式会社上村エンタープライズ［E7］
精密部品（樹脂）
株式会社大津テック［E5.E7］
金属加工（切削）
信越石英株式会社 九州工場［E7］
半導体用石英ガラス
阿蘇郡高森町
株式会社伊澤製作所 熊本工場［E7］
合成樹脂加工、機械加工
阿蘇郡西原村
ナカヤマ精密株式会社 熊本工場［E7］
ワイヤー、ダイボンディング材

　●5 大分県
別府市
オムロン太陽株式会社［E7］
リレー用ソケット製造
由布合成化学株式会社 別府工場［E7］
LED用部品、センサー部品
中津市
東陶機器株式会社 中津第二工場［E7］
セラミック精密機械部品
杵築市
由布合成化学株式会社 杵築工場［E7］
LED用部品、センサー部品
宇佐市
株式会社ワールド精密［E7］
電動ドレッサー

　●6 宮崎県
日向市
富士チタン工業株式会社 日向工場［E7］
酸化チタン
宮崎郡清武町
エプソントヨコム株式会社 宮崎事業所［E7］
水晶振動子／発振器（タイミングデバイス）、オプ
ティカルデバイス
三倉物産株式会社［E7］
研磨加工、研磨材再生
児湯郡川南町
株式会社九州大真空［E7］
音叉型水晶振動子、水晶応用製品

　●7 鹿児島県
鹿児島市
日水電気化学工業株式会社［E7］
金属・非鉄金属の表面処理
出水市
株式会社NEOMAX鹿児島［E7］
PGA用リードピン、BGA用Cuボール、AL蒸着
L/F、SMDパッケージ用シーリング
霧島市
アルバックマテリアル株式会社 九州営業所［E7］
半導体薄膜材料、スパッタリング装置等のデポ膜剥
離防止処理
京セラ株式会社 鹿児島国分工場［E7］
積層セラミックコンデンサ、セラミックフィルタ、積
層PKG、薄膜PKG、機械構造部品
大口市
大口電子株式会社［E4.E7］
リードフレーム、ボンディングワイヤー
熊毛郡上屋久町
屋久島電工株式会社 屋久島事業所［E7］
炭化ケイ素

　●1 福岡県
北九州市八幡西区
株式会社カンセツ 福岡事業所［G］
電子産業設備や自動化・省力化設備の設計
株式会社高田工業所［G.D1］
半導体製造装置（ウエハ洗浄、乾燥）、クリーン
ルーム設備、高純度ガス・薬液配管設備
三菱化学エンジニアリング株式会社 九州支店［G］
各種エンジニアリング、設備管理・メンテナンス
福岡市中央区
株式会社ダン・タクマ 九州支店［G］
クリーン機器の製造・販売

福岡市博多区
株式会社正興商会［G.H］
セキュリティソリューション
株式会社正興電機製作所［B.F1.G］
特別高圧受配電盤、パワーセンター、電力制御シス
テム、水処理監視制御システム、自動化電子機器、
事業所用蓄電システム

　●2 佐賀県
杵島郡江北町
有限会社佐賀プラント工業［G］
自動制御ハード・ソフト開発、クリーンルーム内搬
送装置、設備メンテナンス

　●3 長崎県
長崎市
長菱エンジニアリング株式会社［G］
設備診断、環境アセスメント

大村市
ケー・エム・テクノロジー株式会社［G］
半導体製造設備の保守・保全管理、ウエハリサイク
ル、テストウェハ製造販売 燃料電池評価、クリーン
ルーム用消耗品販売
伸和コントロールズ株式会社 九州事業所［G］
精密温度制御システム、自動制御機器の設計・製造、
局所クリーンルーム空気浄化装置・冷却システム

　●6 宮崎県
延岡市
株式会社池上鐵工所［G.F1］
特殊・高純度ガスの小径配管工事等
日向市
株式会社キヨモトテックイチ［G］
産業用機械設計製作・据付
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材料全般
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Semiconductor Industry in KyushuSemiconductor Industry in Kyushu

業
種
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例

■ 半導体製造
　A1 ： 設計ツール
　A2 ： 設計
　A3 ： 前工程

　A4 ： ウエハテスト
　A5 ： 後工程（パッケージ）
　A6 ： ファイナルテスト
　A7 ： 評価・解析

■ FPD
　B ： FPD製造
■ 太陽電池
　C ： 太陽電池製造

■ 装置
　D1 ： 前工程（半導体）
　D2 ： 後工程（半導体）
　D3 ： テスト

　D4 ： FPD
　D5 ： 太陽電池
　D6 ： 部材
　D7 ： メンテナンス

　D8 ： その他
■ 材料
　E1 ： シリコンウエハ
　E2 ： マスク

　E3 ： ガス・薬品
　E4 ： インターポーザー
　E5 ： 治具・金型
　E6 ： FPD・太陽電池

　E7 ： その他
■ 電子機器・部品
　F1 ： 設計・製造
　F2 ： 基板・実装

■ 設備
　G ： 設備
■ ソフトウェア
　H ： ソフトウェア

地
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●1 
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●7 
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●5 
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前工程：●、後工程：○、設計：■、その他：△　 前工程：●、後工程：○、設計：■、その他：△　
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自動車 携帯電話

エンジン・パワートレイン制御
エンジン制御MCU、ボディ制御MCU：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
ECU：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）
パワーモジュール：
　　○ITセミコン福岡事業所（福岡県）
　　○三菱電機パワーデバイス製作所（福岡県）
HV車用IPM（インテリジェントパワーモジュール）：
　　○サンエー福岡工場（福岡県）
HV車用パワーモジュール基板：
　　△電気化学工業（福岡県）
HV車用省エネ型パワーデバイス：
　　●三菱電機パワーデバイス製作所（熊本県）
エンジン制御MCU：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口熊本

錦工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口大分

工場（大分県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
ディーゼル車用燃料噴射装置（コモンレール
システムインジェクタ部品）：
　　△デンソー北九州製作所（福岡県）
ボディ制御MCU：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口熊本

錦工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口大分

工場（大分県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
自動車用リチウムイオン電池：
　　△三菱重工業長崎造船所（長崎県）
車載向けDC高容量遮断パワーリレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）
車載用電子部品（パワーデバイス、センシング
デバイス、マンマシンインターフェースデバイスなど）：
　　■新日本無線北九州デザインセンター（福岡県）
多層セラミックパッケージ・電子部品用表面実
装パッケージ：
　　△京セラ鹿児島川内工場（鹿児島県）
噴射燃料電子制御インジェクター：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

ライティング
テールランプ用LED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場

（福岡県）
自動車ストップランプ・インパネ用高輝度四元
系LED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場

（福岡県）

その他
車載LSIパッケージ・テスト：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口熊本

工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口大分

工場（大分県）
　　○ルネサス九州セミコンダクタ（熊本県）
　　○株式会社ジェイデバイス（大分県）
　　○吉川セミコンダクタ（宮崎県）
車載制御リレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）
車載LSIの静電気試験・評価：
　　△阪和電子工業（熊本県）

車外／車内通信
CANコントローラー：
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
インスツルメンツパネル：
　　△フタバ伊万里（佐賀県）
カーナビゲーションシステム：
　　△パナソニックコミュニケーションズ（福岡県）
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
車内通信向けLSI（CAN&LIN）：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 熊本錦工場（熊本県）
　　■NECマイクロシステム（熊本県）

ソフト開発
車載用ソフト開発：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
　　■キャッツ（福岡県）
　　■デンソーテクノ（福岡県）

アセンブル
43万台（2008年：ティアナ、プレサージュ、ラ
フェスタ、エクストレイル、デュアリス、ムラー
ノ、セントラ、サニー、アルメーラ、ローグ）
　　△日産自動車九州工場（福岡県）
36万台（2008年：レクサスRX、レクサス
HS、レクサスIS、レクサスES、ハリアー、ハイ
ランダー）
　　△トヨタ自動車九州（福岡県）
32万台（2008年：ミラ、ミラココア、ムーブコ
ンテ、ビーゴ、ハイゼット、ハイゼットカーゴハイ
ブリッド、アトレーワゴン、ハイゼットトラック）
　　△ダイハツ九州（大分県）
（2009年：パトロール／2010年生産予定：エ
ルグランド、クエスト）
　　△日産車体（福岡県）

エンジン
エンジン21万基（2008年）：
　　△ダイハツ九州（福岡県）
エンジン22万基（2007年）：
　　△トヨタ自動車九州苅田工場（福岡県）

ファシリティ系LSI
車載エアコン用アナログLSI（パワー系LSI）：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）

インパネ・AVシステム
インパネ用高輝度LED：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
インパネ用高輝度LED／ハイマウントストップ
ランプ：
　　●豊田合成佐賀工場（佐賀県）
車載AV用LSI、カーナビ向けLSI：
　　●旭化成マイクロシステム（宮崎県）
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 大分工場（大分県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 福岡工場（福岡県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 熊本錦工場（熊本県）

カーナビ・カーオーディオ
TFT液晶ドライバIC／音声合成IC／VFDド
ライバIC／有機ELドライバIC：
　　●・○OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
VFDドライバIC／有機ELドライバIC：
　　●・○OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
カーエンターテイメントシステム「汎用ビデオ
スイッチIC」：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
カーエンターテイメントシステム傾斜角度検
出・システム「半導体加速度センサー」：
　　○三菱電機パワーデバイス製作所福岡工場（福岡県）
カーオーディオ：
　　△新生電子都城工場（宮崎県）
カーナビ、インナーコンソールパネル用液晶
パネル：
　　△メルコディスプレイテクノロジー（熊本県）
小信号トランジスタ：
　　○イサハヤ電子（長崎県）

セキュリティ・ドライブアシスト系LSI
エアバッグ・ブレーキシステムLSI等：
　　○・■日出ハイテック（大分県）
三軸加速度（加速度、傾斜角度、振動）センサー：
　　●・○OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
車載エアコン用アナログLSI：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
ABS、エアバッグコントロールLSI：
　　○ルネサス九州セミコンダクタ（熊本県）
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
SiCパワーデバイス：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
エアバッグシステム：
　　△タカタ（佐賀県）
エンジンコントロールユニット：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）
エンジンコントロール用マイコン：
　　○ルネサス九州セミコンダクタ（熊本県）
ショートレンジレーダー用L／N、FET：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
センサーコントローラー：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
ドライブアシスト動画像認識用システムLSI：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
パワーシート：
　　△アイシン九州（熊本県）
パワーデバイス：
　　●三菱電機熊本工場（熊本県）
モーター制御用LSI：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
画像認識用CMOSイメージセンサー：
　　■イーエヌジー（福岡県）
車載用製品（ECU、メーター、画像表示機器）：
　　△UMCエレクトロニクス宮崎工場（宮崎県）
衝突回避システムLSI：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
走行制御アナログIC、タイヤ圧検出IC：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
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ディスプレイ周辺
LED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場（福岡県）
　　○日亜化学工業鹿児島工場（鹿児島県）

LCDドライバー用バンプ：
　　○サン・エレクトロニクス（熊本県）

自動調光機能付バックライト用白色LEDドライバ：
　　○ローム福岡（福岡県）

LCDドライバ用IC：
　　○ロジックリサーチ（福岡県）
　　■トッパン・テクニカル・デザインセンター

（熊本県）
　　■日出ハイテック（大分県）

バックライト：
　　○鹿児島高槻電気工業（鹿児島県）

LCDディスプレイ用カラーフィルター：
　　△アドバンスト・カラーテック（福岡県）

液晶フィルム製造：
　　△正興電機製作所（福岡県）

LCDドライバー用フィルム基板：
　　△エム・シー・エス（福岡県）

通信系LSI
カメラ用IC
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）

RFIC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○中央電子工業（熊本県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

アンテナスイッチIC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

白色LEDドライバIC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

無線LAN用ベースバンドLSI／2.4GHz帯無
線LANモジュール：
　　○ローム福岡（福岡県）

VCD向け高周波トランジスタ：
　　○中央電子工業（熊本県）

GPSモジュール：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

高周波無線通信用LSI：
　　■ディークルーテクノロジーズ（福岡県）

EMIフィルター：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

水晶振動子：
　　△九州電通（長崎県）

水晶振動子／発振器：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（大分県）

水晶発振器：
　　△昭南ハイテックス加久藤工場（宮崎県）

センサー
CMOSイメージセンサー：
　　●・○ソニーセミコンダクタ九州
　　■ソニー・エルエスアイ・デザイン
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）

イメージセンサ用オンチップカラーフィルタ：
　　△凸版印刷 熊本工場

シリコンタイプ照度センサー：
　　●佐賀エレクトロニックス（佐賀県）

三軸加速度（加速度、傾斜角度、振動）センサー：
　　●・■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

折畳み部開閉センサー：
　　●旭化成マイクロシステム延岡事業所

（宮崎県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎デ

ザインセンター（宮崎県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎
　　　デザインセンター（宮崎県）

オプティカル・ローパスフィルタ：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）

Siマイク：
　　●ヤマハ鹿児島工場（鹿児島県）

アンテナ
チップアンテナ・GPSアンテナ素子：
　　△パナソニックCC九州宮崎工場（宮崎県）

テンキー
携帯電話用バックライト・テンキー用LED：
　　●豊田合成佐賀工場（佐賀県）
　　○鹿児島高槻電気工業（鹿児島県）

キースキナーIC：
　　○ロジックリサーチ（福岡県）

基板
フレキシブル基板用材料：
　　△三井化学（福岡県）
　　△シンテック（福岡県）

フレキシブル基板用無接着剤銅張積層板：
　　△新日鐵化学九州製造所（福岡県）

積層セラミックコンデンサ（MLCC）：
　　△京セラ川内工場 鹿児島国分工場（鹿児島県）

コントロール系LSI
RF・ベースバンドLSI：
　　●旭化成マイクロシステム延岡事業所

（宮崎県）

アプリケーションプロセッサ：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 山口工場（山口県）
　　●日本テキサスインスツルメンツ日出工場

（大分県）

オーディオ／ビデオ用LSI：
　　●旭化成マイクロシステム延岡事業所

（宮崎県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎デザ

インセンター（宮崎県）
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）

音源LSI：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 山口工場（山口県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
　　●・○ヤマハ鹿児島セミコンダクタ（鹿児島県）

デジタル入力Hi-Fi、D級ヘッドホンアンプLSI：
　　○ローム福岡（福岡県）
　　●・○吉川セミコンダクタ（宮崎県）

カードインターフェイス：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）

フラッシュ・DRAM混載メモリ：
　　○東芝LSIパッケージソリューション大分事業所（大分県）

タイミングデバイス：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）

ワンセグメント：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本錦工場（熊本県）

モバイルカメラモジュール用LSI（ホストブリッジ）：
　　○ローム福岡

S極N極検出ホールIC：
　　●ロームアポロデバイス
　　○ローム福岡

その他
基板実装：
　　△熊本マランツ（熊本県）
ESD試験評価：
　　△阪和電子工業（熊本県）
等方性黒鉛材：
　　△東海カーボン田ノ浦工場（熊本県）
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自動車 携帯電話

エンジン・パワートレイン制御
エンジン制御MCU、ボディ制御MCU：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
ECU：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）
パワーモジュール：
　　○ITセミコン福岡事業所（福岡県）
　　○三菱電機パワーデバイス製作所（福岡県）
HV車用IPM（インテリジェントパワーモジュール）：
　　○サンエー福岡工場（福岡県）
HV車用パワーモジュール基板：
　　△電気化学工業（福岡県）
HV車用省エネ型パワーデバイス：
　　●三菱電機パワーデバイス製作所（熊本県）
エンジン制御MCU：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口熊本

錦工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口大分

工場（大分県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
ディーゼル車用燃料噴射装置（コモンレール
システムインジェクタ部品）：
　　△デンソー北九州製作所（福岡県）
ボディ制御MCU：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口熊本

錦工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口大分

工場（大分県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
自動車用リチウムイオン電池：
　　△三菱重工業長崎造船所（長崎県）
車載向けDC高容量遮断パワーリレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）
車載用電子部品（パワーデバイス、センシング
デバイス、マンマシンインターフェースデバイスなど）：
　　■新日本無線北九州デザインセンター（福岡県）
多層セラミックパッケージ・電子部品用表面実
装パッケージ：
　　△京セラ鹿児島川内工場（鹿児島県）
噴射燃料電子制御インジェクター：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

ライティング
テールランプ用LED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場

（福岡県）
自動車ストップランプ・インパネ用高輝度四元
系LED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場

（福岡県）

その他
車載LSIパッケージ・テスト：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口熊本

工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口大分

工場（大分県）
　　○ルネサス九州セミコンダクタ（熊本県）
　　○株式会社ジェイデバイス（大分県）
　　○吉川セミコンダクタ（宮崎県）
車載制御リレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）
車載LSIの静電気試験・評価：
　　△阪和電子工業（熊本県）

車外／車内通信
CANコントローラー：
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
インスツルメンツパネル：
　　△フタバ伊万里（佐賀県）
カーナビゲーションシステム：
　　△パナソニックコミュニケーションズ（福岡県）
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
車内通信向けLSI（CAN&LIN）：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 熊本錦工場（熊本県）
　　■NECマイクロシステム（熊本県）

ソフト開発
車載用ソフト開発：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
　　■キャッツ（福岡県）
　　■デンソーテクノ（福岡県）

アセンブル
43万台（2008年：ティアナ、プレサージュ、ラ
フェスタ、エクストレイル、デュアリス、ムラー
ノ、セントラ、サニー、アルメーラ、ローグ）
　　△日産自動車九州工場（福岡県）
36万台（2008年：レクサスRX、レクサス
HS、レクサスIS、レクサスES、ハリアー、ハイ
ランダー）
　　△トヨタ自動車九州（福岡県）
32万台（2008年：ミラ、ミラココア、ムーブコ
ンテ、ビーゴ、ハイゼット、ハイゼットカーゴハイ
ブリッド、アトレーワゴン、ハイゼットトラック）
　　△ダイハツ九州（大分県）
（2009年：パトロール／2010年生産予定：エ
ルグランド、クエスト）
　　△日産車体（福岡県）

エンジン
エンジン21万基（2008年）：
　　△ダイハツ九州（福岡県）
エンジン22万基（2007年）：
　　△トヨタ自動車九州苅田工場（福岡県）

ファシリティ系LSI
車載エアコン用アナログLSI（パワー系LSI）：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）

インパネ・AVシステム
インパネ用高輝度LED：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
インパネ用高輝度LED／ハイマウントストップ
ランプ：
　　●豊田合成佐賀工場（佐賀県）
車載AV用LSI、カーナビ向けLSI：
　　●旭化成マイクロシステム（宮崎県）
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 大分工場（大分県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 福岡工場（福岡県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 熊本錦工場（熊本県）

カーナビ・カーオーディオ
TFT液晶ドライバIC／音声合成IC／VFDド
ライバIC／有機ELドライバIC：
　　●・○OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
VFDドライバIC／有機ELドライバIC：
　　●・○OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
カーエンターテイメントシステム「汎用ビデオ
スイッチIC」：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
カーエンターテイメントシステム傾斜角度検
出・システム「半導体加速度センサー」：
　　○三菱電機パワーデバイス製作所福岡工場（福岡県）
カーオーディオ：
　　△新生電子都城工場（宮崎県）
カーナビ、インナーコンソールパネル用液晶
パネル：
　　△メルコディスプレイテクノロジー（熊本県）
小信号トランジスタ：
　　○イサハヤ電子（長崎県）

セキュリティ・ドライブアシスト系LSI
エアバッグ・ブレーキシステムLSI等：
　　○・■日出ハイテック（大分県）
三軸加速度（加速度、傾斜角度、振動）センサー：
　　●・○OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
車載エアコン用アナログLSI：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
ABS、エアバッグコントロールLSI：
　　○ルネサス九州セミコンダクタ（熊本県）
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
SiCパワーデバイス：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
エアバッグシステム：
　　△タカタ（佐賀県）
エンジンコントロールユニット：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）
エンジンコントロール用マイコン：
　　○ルネサス九州セミコンダクタ（熊本県）
ショートレンジレーダー用L／N、FET：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
センサーコントローラー：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
ドライブアシスト動画像認識用システムLSI：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）
パワーシート：
　　△アイシン九州（熊本県）
パワーデバイス：
　　●三菱電機熊本工場（熊本県）
モーター制御用LSI：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
画像認識用CMOSイメージセンサー：
　　■イーエヌジー（福岡県）
車載用製品（ECU、メーター、画像表示機器）：
　　△UMCエレクトロニクス宮崎工場（宮崎県）
衝突回避システムLSI：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
走行制御アナログIC、タイヤ圧検出IC：
　　●東芝セミコンダクター社大分工場（大分県）
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ディスプレイ周辺
LED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場（福岡県）
　　○日亜化学工業鹿児島工場（鹿児島県）

LCDドライバー用バンプ：
　　○サン・エレクトロニクス（熊本県）

自動調光機能付バックライト用白色LEDドライバ：
　　○ローム福岡（福岡県）

LCDドライバ用IC：
　　○ロジックリサーチ（福岡県）
　　■トッパン・テクニカル・デザインセンター

（熊本県）
　　■日出ハイテック（大分県）

バックライト：
　　○鹿児島高槻電気工業（鹿児島県）

LCDディスプレイ用カラーフィルター：
　　△アドバンスト・カラーテック（福岡県）

液晶フィルム製造：
　　△正興電機製作所（福岡県）

LCDドライバー用フィルム基板：
　　△エム・シー・エス（福岡県）

通信系LSI
カメラ用IC
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）

RFIC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○中央電子工業（熊本県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

アンテナスイッチIC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

白色LEDドライバIC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

無線LAN用ベースバンドLSI／2.4GHz帯無
線LANモジュール：
　　○ローム福岡（福岡県）

VCD向け高周波トランジスタ：
　　○中央電子工業（熊本県）

GPSモジュール：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

高周波無線通信用LSI：
　　■ディークルーテクノロジーズ（福岡県）

EMIフィルター：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

水晶振動子：
　　△九州電通（長崎県）

水晶振動子／発振器：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（大分県）

水晶発振器：
　　△昭南ハイテックス加久藤工場（宮崎県）

センサー
CMOSイメージセンサー：
　　●・○ソニーセミコンダクタ九州
　　■ソニー・エルエスアイ・デザイン
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）

イメージセンサ用オンチップカラーフィルタ：
　　△凸版印刷 熊本工場

シリコンタイプ照度センサー：
　　●佐賀エレクトロニックス（佐賀県）

三軸加速度（加速度、傾斜角度、振動）センサー：
　　●・■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

折畳み部開閉センサー：
　　●旭化成マイクロシステム延岡事業所

（宮崎県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎デ

ザインセンター（宮崎県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎
　　　デザインセンター（宮崎県）

オプティカル・ローパスフィルタ：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）

Siマイク：
　　●ヤマハ鹿児島工場（鹿児島県）

アンテナ
チップアンテナ・GPSアンテナ素子：
　　△パナソニックCC九州宮崎工場（宮崎県）

テンキー
携帯電話用バックライト・テンキー用LED：
　　●豊田合成佐賀工場（佐賀県）
　　○鹿児島高槻電気工業（鹿児島県）

キースキナーIC：
　　○ロジックリサーチ（福岡県）

基板
フレキシブル基板用材料：
　　△三井化学（福岡県）
　　△シンテック（福岡県）

フレキシブル基板用無接着剤銅張積層板：
　　△新日鐵化学九州製造所（福岡県）

積層セラミックコンデンサ（MLCC）：
　　△京セラ川内工場 鹿児島国分工場（鹿児島県）

コントロール系LSI
RF・ベースバンドLSI：
　　●旭化成マイクロシステム延岡事業所

（宮崎県）

アプリケーションプロセッサ：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 山口工場（山口県）
　　●日本テキサスインスツルメンツ日出工場

（大分県）

オーディオ／ビデオ用LSI：
　　●旭化成マイクロシステム延岡事業所

（宮崎県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎デザ

インセンター（宮崎県）
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）

音源LSI：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 山口工場（山口県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
　　●・○ヤマハ鹿児島セミコンダクタ（鹿児島県）

デジタル入力Hi-Fi、D級ヘッドホンアンプLSI：
　　○ローム福岡（福岡県）
　　●・○吉川セミコンダクタ（宮崎県）

カードインターフェイス：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）

フラッシュ・DRAM混載メモリ：
　　○東芝LSIパッケージソリューション大分事業所（大分県）

タイミングデバイス：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）

ワンセグメント：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本錦工場（熊本県）

モバイルカメラモジュール用LSI（ホストブリッジ）：
　　○ローム福岡

S極N極検出ホールIC：
　　●ロームアポロデバイス
　　○ローム福岡

その他
基板実装：
　　△熊本マランツ（熊本県）
ESD試験評価：
　　△阪和電子工業（熊本県）
等方性黒鉛材：
　　△東海カーボン田ノ浦工場（熊本県）
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デジタルテレビ、植物工場、医療・福祉機器 デジタルビデオ・カメラ、ゲーム機、太陽電池
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レンズ・センサー
CCD／CMOSイメージセンサー：
　　●バイテックシステムエンジニアリング

VSE北九州事務所（福岡県）
　　■イーエヌジー（福岡県）
　　△三井化学（福岡県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州熊本TEC

（熊本県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

ソフトウェア（音声対話システム）
　　△ネットワーク応用技術研究所（福岡県）

電源周辺など
小信号トランジスタ：
　　○イサハヤ電子（長崎県）
電源IC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■トッパン・テクニカル・デザインセンター

（福岡県）
二次電池用セパレータ：
　　■吉川セミコンダクタ（宮崎県）
電源監視マイコン：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
マザーボード：
　　△シンテック（福岡県）
リチウム電池用フィルム・リチウムイオン二次
電池用セパレータ：
　　△旭化成ケミカルズ日向工場（宮崎県）

コントロール系LSI
オーディオ／ビデオ用LSI：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎デザ

インセンター（宮崎県）
DSC用：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）

アセンブル
デジタル一眼レフカメラおよびコンパクトデ
ジタルカメラ組み立て：
　　△長崎キヤノン（長崎県）
ビデオ・カメラ組立：
　　△大分キヤノン大分事業所（大分県）
　　△大分キヤノン本社・安岐事業所（大分県）

ディスプレイ周辺
LCDバックライト用LED：
　　●豊田合成佐賀工場（佐賀県）
TFTドライバIC：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
小型バックライト：
　　△シンテック（福岡県）

材料
PVAフィルム：
　　△日本合成化学（熊本県）
LCDカラーフィルター用フォトマスク：
　　△ミタニマイクロニクス（佐賀県）
TACフィルム：
　　△富士フィルム（熊本県）
プリント基板：
　　△大牟田電子工業（福岡県）
液晶製造装置用炭素繊維コンポジット：
　　△エムテック（熊本県）
有機EL材料：
　　△新日鐵化学九州製造所（福岡県）

装置
ワーク位置決め用・画像認識用マシンビジョン
システム：
　　△安川電機（福岡県）

その他
SLOT機の開発製造、ホール総合管理システム：
　　△デンケン（大分県）

コントロール系LSI
システムLSI：
　　●長崎セミコンダクタマニュファクチュアリング

（長崎県）
画像処理用システムLSI：
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）
インターフェース用システムLSI：
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）
DVDピックアップ用IC：
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）
バッファーメモリ内蔵システムLSI：
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口

熊本工場（熊本県）
ゲーム機用LSI：
　　○吉川セミコンダクタ（宮崎県）
アンテナスイッチ：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

コントローラ用MCU：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
携帯ゲーム機P2ROM：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
SiP（PSP用）：
　　○ソニーセミコンダクタ九州大分TEC（大分県）
ハイエンドロジック（配線間絶縁膜ー有機系薄
膜、ビアホール層絶縁膜ーSiOC系）：
　　●ソニーセミコンダクタ九州長崎TEC（長崎県）
プリント回路片面板：
　　△京写九州工場（熊本県）
水晶振動子／発振器：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）
充電器用制御PIC：
　　○イサハヤ電子（長崎県）

コントロール系LSI
アナログ照度センサーIC：
　　●吉川セミコンダクタ（宮崎県）

オーディオ／ビデオ用LSI：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎
　　　デザインセンター（宮崎県）

MPEG２エンコーダーLSI：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）

システムLSI（Cell）：
　　●長崎セミコンダクタマニュファクチュアリング

（長崎県）

ハイビジョン３出力ビデオドライバーIC：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
　　○ローム福岡（福岡県）

液晶テレビ用超小型電流出力タイプアナログ
照度センサーIC：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）

高性能HDMIスイッチIC、HDMIバッファIC：
　　●・○ローム福岡（福岡県）

液晶ドライバーIC・有機ELIC、ゲートドライバー：
　　△OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

水晶振動子／発振器：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）

リモコン制御MCU：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）

USBコントローラ：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
デコーダ：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）

電源周辺
電源用フォトカプラ：
　　●東芝セミコンダクター社北九州工場（福岡県）

LCD用電源IC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■ザインエレクトロニクス九州デザイン

センター（福岡県）

制御用リレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）

小信号トランジスタ：
　　○イサハヤ電子（長崎県）

ディスプレイパネル
PDP,LCDパネル製造装置部品：
　　△三原精機（熊本県）

液晶フィルム製造：
　　△正興電機製作所（福岡県）

カラー液晶ディスプレー：
　　△メルコ・ディスプレイ・テクノロジー（熊本県）

タッチパネル付き液晶ディスプレー：
　　△京セラ鹿児島隼人工場（鹿児島県）

液晶ディスプレー製造：
　　△チッソ水俣製造所（熊本県）

パネル周辺LSI
PDP用ドライバーIC：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口　

山口工場（山口県）

大型LCD用ドライバーIC：
　　■トッパン・テクニカル・デザインセンター

（熊本県）
　　■日出ハイテック（大分県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州株式会社
　　　長崎TEC（長崎県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

LCDドライバー用バンプ：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
　　○サン・エレクトロニクス（熊本県）

通信・アンテナ
ブルートゥース用RFIC：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

衛星放送受信用L/N、FET：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

チューナーIC：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

パネル周辺部材
LCD用バックライトLED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場

リアプロジェクションTV用LCD：
　　●ソニーセミコンダクタ九州熊本TEC

（熊本県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

バックライト：
　　○鹿児島高槻電気工業（鹿児島県）

LCD向けフォトレジスト：
　　△東京応化工業阿蘇工場（熊本県）

POP基板ガラス専用超音波穴明け加工機：
　　△兵将（福岡県）

ESD保護機能付き2012型4連EMIフィルタアレイ：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

LCD用偏光板：
　　△富士フィルム九州（熊本県）

フォトマスク：
　　△モレックス喜入（鹿児島県）

フォトマスク防塵フィルム：
　　△旭化成エレクトロニクスペリクル工場

（宮崎県）

液晶パネル用機能性フィルム：
　　△富士フィルム九州（熊本県）

光学用ポリビニルアルコール（PVOH）フィル
ム「OPLフィルム」：
　　△日本合成化学工業熊本工場（熊本県）

有機EL材料：
　　△新日鐵化学九州事業所（福岡県）

その他
ESD試験評価：
　　△阪和電子工業（熊本県）

LCD信号発生器、DCテスタ：
　　■・△デンケン（大分県）

エッチング廃液（塩化鉄）再生処理：
　　△アステック入江 FM事業部（福岡県）

プリント基板：
　　△大牟田電子工業（福岡県）
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植物工場システム：
　　△NSS九州（熊本県）
家庭用植物工場「セラファーム」：
　　△アイ・エム・エス（福岡県）
イチゴのクラウン温度制御システム
　　△ナチュラルステップ（福岡県）
ナスの株元加温システム：
　　△ナチュラルステップ（福岡県）
多段式水耕栽培ユニット・育苗ユニット：
　　△アルミス（佐賀県）
温室用循環扇ジェットファン：
　　△テイラーズ熊本
ビニールハウス全自動開閉装置：
　　△テイラーズ熊本（熊本県）
ＮＫ式植物工場：
　　△ニシケン（佐賀県）

酸素濃縮器、人工透析装置
（制御ボード）：
　　△ホックス（大分県）
流体コントロール製品、ソレ
イド、マイクロバルブ、ボール
バルブ：
　　△伸和コントロールズ
　　　九州事業所（長崎県）
医療機関向け業務ソフト：
「セーフマスター」：
　　△アステム（福岡県）

前工程：●、後工程：○、設計：■、その他：△　 前工程：●、後工程：○、設計：■、その他：△　

セル・モジュール
フィルム型アモルファス太陽電池：
　　△富士電機システムズ熊本工場（熊本県）
化合物（CIGS）太陽電池：
　　△ホンダソルテック熊本製作所（熊本県）
化合物（CIGS・CIS）太陽電池：
　　△昭和シェルソーラー宮崎プラント（宮崎県）
　　△昭和シェルソーラー宮崎第2プラント

（宮崎県）
太陽電池モジュール：
　　△YOCASOL（福岡県）
薄膜太陽電池「タンデム型アモルファスシリコン
太陽電池」：
　　△三菱重工業（長崎県）
微結晶タンデム型太陽電池：
　　△三菱重工業（長崎県）

装置
レーザースクライビング装置：
　　△武井電気工業（福岡県）
太陽電池製造装置：
　　△平田機工（熊本県）
AICOT搭載パワコン：
　　△オムロン阿蘇（熊本県）
セル/モジュールテスタ：
　　△デンケン（大分県）
太陽電池試験器：
　　△阪和電子工業（熊本県）
チャンバー：
　　△マルマエ（鹿児島県）
薄膜系太陽電池製造用部品加工：
　　△マルマエ（鹿児島県）

材料・部材
太陽電池材料：
　　△三井化学（福岡県）
シリコン材料リサイクル：
　　△マイクロマテリアルズジャパン（長崎県）
制御用リレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）
太陽電池用ウェハー：
　　△SUMCO伊万里事業所（佐賀県）
太陽電池用ウエハーの表面処理加工：
　　△新菱（福岡県）
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デジタルテレビ、植物工場、医療・福祉機器 デジタルビデオ・カメラ、ゲーム機、太陽電池
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レンズ・センサー
CCD／CMOSイメージセンサー：
　　●バイテックシステムエンジニアリング

VSE北九州事務所（福岡県）
　　■イーエヌジー（福岡県）
　　△三井化学（福岡県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州熊本TEC

（熊本県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

ソフトウェア（音声対話システム）
　　△ネットワーク応用技術研究所（福岡県）

電源周辺など
小信号トランジスタ：
　　○イサハヤ電子（長崎県）
電源IC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■トッパン・テクニカル・デザインセンター

（福岡県）
二次電池用セパレータ：
　　■吉川セミコンダクタ（宮崎県）
電源監視マイコン：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
マザーボード：
　　△シンテック（福岡県）
リチウム電池用フィルム・リチウムイオン二次
電池用セパレータ：
　　△旭化成ケミカルズ日向工場（宮崎県）

コントロール系LSI
オーディオ／ビデオ用LSI：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎デザ

インセンター（宮崎県）
DSC用：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）

アセンブル
デジタル一眼レフカメラおよびコンパクトデ
ジタルカメラ組み立て：
　　△長崎キヤノン（長崎県）
ビデオ・カメラ組立：
　　△大分キヤノン大分事業所（大分県）
　　△大分キヤノン本社・安岐事業所（大分県）

ディスプレイ周辺
LCDバックライト用LED：
　　●豊田合成佐賀工場（佐賀県）
TFTドライバIC：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
小型バックライト：
　　△シンテック（福岡県）

材料
PVAフィルム：
　　△日本合成化学（熊本県）
LCDカラーフィルター用フォトマスク：
　　△ミタニマイクロニクス（佐賀県）
TACフィルム：
　　△富士フィルム（熊本県）
プリント基板：
　　△大牟田電子工業（福岡県）
液晶製造装置用炭素繊維コンポジット：
　　△エムテック（熊本県）
有機EL材料：
　　△新日鐵化学九州製造所（福岡県）

装置
ワーク位置決め用・画像認識用マシンビジョン
システム：
　　△安川電機（福岡県）

その他
SLOT機の開発製造、ホール総合管理システム：
　　△デンケン（大分県）

コントロール系LSI
システムLSI：
　　●長崎セミコンダクタマニュファクチュアリング

（長崎県）
画像処理用システムLSI：
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）
インターフェース用システムLSI：
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）
DVDピックアップ用IC：
　　●東芝セミコンダクター社 大分工場（大分県）
バッファーメモリ内蔵システムLSI：
　　○NECセミコンダクターズ九州・山口

熊本工場（熊本県）
ゲーム機用LSI：
　　○吉川セミコンダクタ（宮崎県）
アンテナスイッチ：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

コントローラ用MCU：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
携帯ゲーム機P2ROM：
　　■OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
SiP（PSP用）：
　　○ソニーセミコンダクタ九州大分TEC（大分県）
ハイエンドロジック（配線間絶縁膜ー有機系薄
膜、ビアホール層絶縁膜ーSiOC系）：
　　●ソニーセミコンダクタ九州長崎TEC（長崎県）
プリント回路片面板：
　　△京写九州工場（熊本県）
水晶振動子／発振器：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）
充電器用制御PIC：
　　○イサハヤ電子（長崎県）

コントロール系LSI
アナログ照度センサーIC：
　　●吉川セミコンダクタ（宮崎県）

オーディオ／ビデオ用LSI：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■旭化成マイクロシステム九州宮崎
　　　デザインセンター（宮崎県）

MPEG２エンコーダーLSI：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口（熊本県）

システムLSI（Cell）：
　　●長崎セミコンダクタマニュファクチュアリング

（長崎県）

ハイビジョン３出力ビデオドライバーIC：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）
　　○ローム福岡（福岡県）

液晶テレビ用超小型電流出力タイプアナログ
照度センサーIC：
　　●ローム・アポロデバイス（福岡県）

高性能HDMIスイッチIC、HDMIバッファIC：
　　●・○ローム福岡（福岡県）

液晶ドライバーIC・有機ELIC、ゲートドライバー：
　　△OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）

水晶振動子／発振器：
　　△エプソントヨコム宮崎事業所（宮崎県）

リモコン制御MCU：
　　■NECマイクロシステム（熊本県）

USBコントローラ：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
デコーダ：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口 

山口工場（山口県）

電源周辺
電源用フォトカプラ：
　　●東芝セミコンダクター社北九州工場（福岡県）

LCD用電源IC：
　　○佐賀エレクトロニックス（佐賀県）
　　■ザインエレクトロニクス九州デザイン

センター（福岡県）

制御用リレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）

小信号トランジスタ：
　　○イサハヤ電子（長崎県）

ディスプレイパネル
PDP,LCDパネル製造装置部品：
　　△三原精機（熊本県）

液晶フィルム製造：
　　△正興電機製作所（福岡県）

カラー液晶ディスプレー：
　　△メルコ・ディスプレイ・テクノロジー（熊本県）

タッチパネル付き液晶ディスプレー：
　　△京セラ鹿児島隼人工場（鹿児島県）

液晶ディスプレー製造：
　　△チッソ水俣製造所（熊本県）

パネル周辺LSI
PDP用ドライバーIC：
　　●NECセミコンダクターズ九州・山口　

山口工場（山口県）

大型LCD用ドライバーIC：
　　■トッパン・テクニカル・デザインセンター

（熊本県）
　　■日出ハイテック（大分県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州株式会社
　　　長崎TEC（長崎県）
　　●OKIセミコンダクタ宮崎（宮崎県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

LCDドライバー用バンプ：
　　●・○NECセミコンダクターズ九州・山口 

熊本川尻工場（熊本県）
　　○サン・エレクトロニクス（熊本県）

通信・アンテナ
ブルートゥース用RFIC：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

衛星放送受信用L/N、FET：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

チューナーIC：
　　○中央電子工業熊本工場（熊本県）

パネル周辺部材
LCD用バックライトLED：
　　●東芝セミコンダクター社 北九州工場

リアプロジェクションTV用LCD：
　　●ソニーセミコンダクタ九州熊本TEC

（熊本県）
　　●ソニーセミコンダクタ九州鹿児島TEC

（鹿児島県）

バックライト：
　　○鹿児島高槻電気工業（鹿児島県）

LCD向けフォトレジスト：
　　△東京応化工業阿蘇工場（熊本県）

POP基板ガラス専用超音波穴明け加工機：
　　△兵将（福岡県）

ESD保護機能付き2012型4連EMIフィルタアレイ：
　　△京セラ鹿児島国分工場（鹿児島県）

LCD用偏光板：
　　△富士フィルム九州（熊本県）

フォトマスク：
　　△モレックス喜入（鹿児島県）

フォトマスク防塵フィルム：
　　△旭化成エレクトロニクスペリクル工場

（宮崎県）

液晶パネル用機能性フィルム：
　　△富士フィルム九州（熊本県）

光学用ポリビニルアルコール（PVOH）フィル
ム「OPLフィルム」：
　　△日本合成化学工業熊本工場（熊本県）

有機EL材料：
　　△新日鐵化学九州事業所（福岡県）

その他
ESD試験評価：
　　△阪和電子工業（熊本県）

LCD信号発生器、DCテスタ：
　　■・△デンケン（大分県）

エッチング廃液（塩化鉄）再生処理：
　　△アステック入江 FM事業部（福岡県）

プリント基板：
　　△大牟田電子工業（福岡県）
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植物工場システム：
　　△NSS九州（熊本県）
家庭用植物工場「セラファーム」：
　　△アイ・エム・エス（福岡県）
イチゴのクラウン温度制御システム
　　△ナチュラルステップ（福岡県）
ナスの株元加温システム：
　　△ナチュラルステップ（福岡県）
多段式水耕栽培ユニット・育苗ユニット：
　　△アルミス（佐賀県）
温室用循環扇ジェットファン：
　　△テイラーズ熊本
ビニールハウス全自動開閉装置：
　　△テイラーズ熊本（熊本県）
ＮＫ式植物工場：
　　△ニシケン（佐賀県）

酸素濃縮器、人工透析装置
（制御ボード）：
　　△ホックス（大分県）
流体コントロール製品、ソレ
イド、マイクロバルブ、ボール
バルブ：
　　△伸和コントロールズ
　　　九州事業所（長崎県）
医療機関向け業務ソフト：
「セーフマスター」：
　　△アステム（福岡県）

前工程：●、後工程：○、設計：■、その他：△　 前工程：●、後工程：○、設計：■、その他：△　

セル・モジュール
フィルム型アモルファス太陽電池：
　　△富士電機システムズ熊本工場（熊本県）
化合物（CIGS）太陽電池：
　　△ホンダソルテック熊本製作所（熊本県）
化合物（CIGS・CIS）太陽電池：
　　△昭和シェルソーラー宮崎プラント（宮崎県）
　　△昭和シェルソーラー宮崎第2プラント

（宮崎県）
太陽電池モジュール：
　　△YOCASOL（福岡県）
薄膜太陽電池「タンデム型アモルファスシリコン
太陽電池」：
　　△三菱重工業（長崎県）
微結晶タンデム型太陽電池：
　　△三菱重工業（長崎県）

装置
レーザースクライビング装置：
　　△武井電気工業（福岡県）
太陽電池製造装置：
　　△平田機工（熊本県）
AICOT搭載パワコン：
　　△オムロン阿蘇（熊本県）
セル/モジュールテスタ：
　　△デンケン（大分県）
太陽電池試験器：
　　△阪和電子工業（熊本県）
チャンバー：
　　△マルマエ（鹿児島県）
薄膜系太陽電池製造用部品加工：
　　△マルマエ（鹿児島県）

材料・部材
太陽電池材料：
　　△三井化学（福岡県）
シリコン材料リサイクル：
　　△マイクロマテリアルズジャパン（長崎県）
制御用リレー：
　　△オムロンリレーアンドデバイス（熊本県）
太陽電池用ウェハー：
　　△SUMCO伊万里事業所（佐賀県）
太陽電池用ウエハーの表面処理加工：
　　△新菱（福岡県）
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凡    例 ［1］公的研究機関　［2］大学　［3］大学付属研究センター　［4］TLO　［5］特許関係機関　［6］産学連携センター　［7］公的支援機関

〒807-0831 北九州市八幡西区則松3-6-1　

〒818-8540 筑紫野市上古賀3丁目2-1　

〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114

〒856-0026 長崎県大村市池田2-1303-8 　

　URL:http://www.oita-ri.go.jp/

〒862-0901 熊本県熊本市東町3-11-38　

宮崎県工業技術センター

〒899-5105 鹿児島県霧島市隼人町小田1445-1　

福岡県工業技術センター 機械電子研究所
TEL：093-691-0260 FAX：093-691-0252

URL:http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

FAX：092-925-7724TEL：092-925-7721
福岡県工業技術センター 化学繊維研究所

URL:http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

佐賀県工業技術センター
TEL：0952-30-9398 FAX：0952-32-6300

URL:http://www.saga-itc.go.jp

URL:http://www.scrl.gr.jp〒844-0022 佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7
佐賀県窯業技術センター

TEL：0955-43-2185 FAX：0955-41-1003

URL:http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/

FAX：0956-85-6872TEL：0956-85-3140
長崎県窯業技術センター

〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

URL:http://www.pref.nagasaki.jp/kogyo/

FAX：0957-52-1136TEL：0957-52-1133
長崎県工業技術センター

大分県産業科学技術センター
TEL：097-596-7100 FAX：097-596-7110

〒870-1117 大分市高江西1丁目4361-10

熊本県産業技術センター
URL:http://www.kmt-iri.go.jp

FAX：096-369-1938TEL：096-368-2101

URL:http://www.iri.pref.miyazaki.jp/

FAX：0985-74-4488TEL：0985-74-4311

〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

鹿児島県工業技術センター
TEL：0995-43-5111 FAX：0995-64-2111

URL:http://www.kagoshima-it.go.jp/

X線回折装置

高周波誘電率評価装置

レーザー回折式粒度分布計

電子線マイクロアナライザー

電導度計

摩擦試験機

接触角測定装置

可視紫外分光光度計

精密迅速熱物性測定装置

走査電子顕微鏡

低温恒温水槽

他 62機器

蛍光Ｘ線分析装置

X線非破壊検査システム

非接触式熱計測システム

微小力計測装置

金型検査・解析システム

金型統合設計・解析システム

熱膨張率測定装置

熱分析装置

Ｘ線応力測定装置

微分干渉顕微鏡システム

電子線マイクロアナライザー

他 24機器

粒度分析装置（X線透過式）

電界放出型走査電子顕微鏡

高性能X線光電子分析装置

分光光度計

熱画像計測装置

破壊靱性簡易評価システム

高温型熱分析装置

迅速熱伝導率計

衝撃試験機

表面あらさ測定機

促進耐候性試験器

他 82機器

全自動マイクロビッカース硬さ計

三次元デジタイジングシステム

ブリネル硬さ測定システム

蒸着装置

ESCA（XPS）

広域型マルチアナライザー（EPMA）

赤外分光分析装置

レーザー顕微鏡

透過型電子顕微鏡

X線透過画像解析装置

微小領域X線回析装置

他 51機器

電動ロックウェル硬度計

マイクロビッカース硬度計

三次元計測システム

剛性解析システム

蒸着装置（イオンプレーティング装置）

EMI計測システム

音響計測システム

雑音総合評価試験機

電源環境試験システム

冷熱衝撃試験装置（TSA-101L)

プリント基板加工システム

他 56機器

X線透過式粒度分布測定装置

高温X線回折装置

遠赤外線分光放射計

微小部X線回折装置

可塑性測定装置

蛍光X線分析装置

偏光顕微鏡

熱伝導率測定装置

走査型電子顕微鏡

レーザー式応力測定装置

赤外線サーモグラフィー

他 77機器

膜厚特性試験装置

オートグラフ　密着特性試験装置

赤外線熱画像装置

三次元座標測定機

電子線三次元粗さ解析装置

超音波顕微鏡

冷熱試験装置

ＥＭＩ測定システムシステム

電磁ノイズ計測設備

レーザ顕微鏡

高周波三次元解析ソフト

他 153機器

光電子分光分析装置（XPS/ESCA)

走査型プローブ顕微鏡

電界放出型走査電子顕微鏡（分析）

超微小硬さ試験機

薄膜硬度計

レーザードップラー振動計システム

スピンコーター

スパッタリング装置

マニアルプローバ

真空熱処理装置

スペクトラムアナライザー

他 161機器

マイクロビッカース硬度計

非接触三次元表面構造解析顕微鏡

赤外線熱画像処理装置

レーザードップラー振動計

X線光電子分光分析装置

高調波電流・フリッカ測定装置 冷熱衝撃試験器

低真空走査電子顕微鏡

他 129機器

非接触表面粗さ測定機

非接触画像測定機

超音波顕微鏡

全自動蛍光Ｘ線装置

熱伝導率測定装置

フィールドエミッション走査電子顕微鏡

雷サージ許容度試験装置

電子線プローブマイクロアナライザー

高周波プラズマ発光分光分析装置

伝導電磁界イミュニティシステム

放射ノイズ測定システム

他 78機器

温湿度振動複合環境試験装置
（①振動試験設備、②恒温・恒湿設備）

３次元電磁界シミュレータ
（電磁波解析ソフトウェア）

雑音電界強度測定器
（放射・伝導ＥＭＩ試験システム）

資料）九州イノベーション創出促進協議会ホームページ　開放機器データベースより作成

　佐賀県
●1 佐賀市
佐賀県工業技術センター［1］
財団法人 佐賀県地域産業支援センター［7］
佐賀県知的所有権センター［5］
佐賀大学［2］
佐賀大学 シンクロトロン光応用研究センター［3］
佐賀大学 総合分析実験センター［3］
佐賀大学 産学官連携推進機構［6］
国立大学法人 佐賀大学TLO［4］
●2 鳥栖市
佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター［1］
独立行政法人 産業技術総合研究所 九州センター［1］
●3 西松浦郡有田町
佐賀県窯業技術センター［1］

　長崎県
●1 長崎市
財団法人 長崎県産業振興財団［7］
長崎大学［2］
長崎大学 共同研究交流センター［6］
長崎総合科学大学［2］
長崎総合科学大学 工学研究センター［3］
長崎総合科学大学 新技術創成研究所（学術フロンティアセンター）［3］
株式会社 長崎TLO［4］
●2 大村市
長崎県工業技術センター［1］
長崎県知的所有権センター［5］
●3 東彼杵郡波佐見町
長崎県窯業技術センター［1］

　熊本県
●1 熊本市
熊本県産業技術センター［1］
熊本大学［2］
熊本大学 衝撃・極限環境研究センター［3］
熊本大学 地域交流技術センター［6］
崇城大学［2］
崇城大学 エネルギーエレクトロニクス研究所［3］
崇城大学 衝撃先端技術研究センター ［3］
東海大学［2］
●2 上益城郡
財団法人 くまもとテクノ産業財団（熊本TLO）［4］

　鹿児島県
●1 鹿児島市
鹿児島大学［2］
鹿児島大学 フロンティアサイエンス研究推進センター［3］
鹿児島大学 産学官連携推進機構［6］
株式会社 鹿児島TLO［4］
財団法人 かごしま産業支援センター［7］
●2 霧島市
鹿児島県工業技術センター［1］
第一工業大学［2］

　大分県
●1 大分市
大分県産業科学技術センター［1］
財団法人 大分県産業創造機構［7］
大分大学［2］
大分大学 地域共同研究センター［6］
日本文理大学［2］
日本文理大学 エンジニアリングリサーチセンター［3］
日本文理大学 マイクロ流体技術研究所［3］
日本文理大学 産学官民連携推進センター［6］
有限会社 大分TLO［4］

　宮崎県
●1 宮崎市
独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーションサテライト宮崎［6］
宮崎県工業技術センター［1］
財団法人 宮崎県産業支援財団［7］
宮崎大学［2］
宮崎大学 産学連携センター［6］
株式会社 みやざきTLO［4］

　福岡県
●1 北九州市若松区
北九州市立大学（ひびきのキャンパス）［2］
財団法人 北九州産業学術推進機構［7］
財団法人 北九州産業学術推進機構 ロボット開発支援室［7］
財団法人 北九州産業学術推進機構 半導体技術センター［7］
北九州TLO（財団法人 北九州産業学術推
進機構 産学連携センター）［4］
九州工業大学（若松キャンパス）［2］
九州工業大学 バイオマイクロセンシング技術
研究センター［3］
福岡大学 産学連携センター 北九州産学連携推進室[２]
福岡大学 資源循環・環境制御システム研究所［3］
早稲田大学（北九州キャンパス）［2］
早稲田大学 理工学総合研究センター 九州研究所［3］
●2 北九州市戸畑区
北九州知的所有権センター［5］
九州工業大学（戸畑キャンパス）［2］
九州工業大学 機器分析センター［3］
九州工業大学 産学連携推進センター［6］
●3 北九州市小倉北区
九州工業大学 ネットワークデザイン研究センター［3］

●4 北九州市八幡西区
福岡県工業技術センター 機械電子研究所［1］
九州共立大学［2］
●5 福岡市中央区
独立行政法人 産業技術総合研究所 九州産学官連携センター 福岡サイト［6］
財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかIST）［7］
●6 福岡市博多区
九州イノベーション創出促進協議会（KICC）［7］
九州知的財産戦略センター［5］
福岡県知的所有権センター［5］
●7 福岡市東区
九州産業大学［2］
九州産業大学 総合機器センター［3］
九州産業大学 学術研究推進機構［6］
九州大学 理学研究院［2］
九州大学 超伝導システム科学研究センター［3］
株式会社 産学連携機構九州（九大TLO）［4］
福岡工業大学［2］
福岡工業大学 エレクトロニクス研究所［3］
福岡工業大学 情報科学研究所［3］
福岡工業大学 総合研究機構［3］

●8 福岡市西区
独立行政法人 産業技術総合研究所 水素材
料先端科学研究センター［1］
九州大学 工学研究院［2］
九州大学 システム情報科学研究院［2］
九州大学 稲盛フロンティア研究センター［3］
九州大学 加速器・ビーム応用化学センター［3］
九州大学 システムLSI研究センター［3］
九州大学 水素エネルギー国際研究センター［3］
九州大学 鉄鋼リサーチセンター［3］
九州大学 未来化学創造センター［3］
九州大学 ユーザーサイエンス機構［3］
●9 福岡市南区
福岡大学 環境科学技術研究所［3］
福岡大学 高機能物質研究所［3］
●10 福岡市城南区
福岡大学（七隈キャンパス）［2］
福岡大学 産学官連携センター［6］

●11 福岡市早良区
独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーション・プラザ福岡［6］
九州大学 システムLSI研究センター［3］
福岡システムLSI総合開発センター［1］
●12 久留米市
久留米工業大学［2］
●13 飯塚市
九州工業大学 マイクロ化総合技術センター［3］
九州工業大学 先端金型センター［3］
近畿大学（福岡キャンパス）［2］
●14 大川市
福岡県工業技術センター インテリア研究所［1］
福岡県工業技術センター 化学繊維研究所［1］
●15 春日市
九州大学 総合理工学研究院［2］
九州大学 応用力学研究所［3］
九州大学 先導物質化学研究所［3］
九州大学 中央分析センター［3］
九州大学 産学連携センター［6］

 九州工業大学
 （若松キャンパス）

九州工業大学 
機器分析センター

 北九州市立大学
（ひびきのキャンパス）

 九州工業大学
（戸畑キャンパス）

財団法人 北九州産業
学術推進機構（FAIS)

福岡システムLSI
総合開発センター

日本文理大学

大分大学 大分県産業科学技術センター

宮崎大学 産学連携センター

九州工業大学
マイクロ化総合技術センター

熊本大学 
衝撃・極限環境研究センター

九州工業大学
先端金型センター九州大学 

産学連携センター

長崎大学

崇城大学 エネルギー
エレクトロニクス研究所

独立行政法人 科学技術振興機構
イノベーション・プラザ福岡

福岡工業大学

佐賀大学
シンクロトロン光応用研究センター

独立行政法人
産業技術総合研究所 九州センター

●1 ●2 ●3 ●4 
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凡    例 ［1］公的研究機関　［2］大学　［3］大学付属研究センター　［4］TLO　［5］特許関係機関　［6］産学連携センター　［7］公的支援機関

〒807-0831 北九州市八幡西区則松3-6-1　

〒818-8540 筑紫野市上古賀3丁目2-1　

〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114

〒856-0026 長崎県大村市池田2-1303-8 　

　URL:http://www.oita-ri.go.jp/

〒862-0901 熊本県熊本市東町3-11-38　

宮崎県工業技術センター

〒899-5105 鹿児島県霧島市隼人町小田1445-1　

福岡県工業技術センター 機械電子研究所
TEL：093-691-0260 FAX：093-691-0252

URL:http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

FAX：092-925-7724TEL：092-925-7721
福岡県工業技術センター 化学繊維研究所

URL:http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

佐賀県工業技術センター
TEL：0952-30-9398 FAX：0952-32-6300

URL:http://www.saga-itc.go.jp

URL:http://www.scrl.gr.jp〒844-0022 佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙3037-7
佐賀県窯業技術センター

TEL：0955-43-2185 FAX：0955-41-1003

URL:http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/

FAX：0956-85-6872TEL：0956-85-3140
長崎県窯業技術センター

〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2

URL:http://www.pref.nagasaki.jp/kogyo/

FAX：0957-52-1136TEL：0957-52-1133
長崎県工業技術センター

大分県産業科学技術センター
TEL：097-596-7100 FAX：097-596-7110

〒870-1117 大分市高江西1丁目4361-10

熊本県産業技術センター
URL:http://www.kmt-iri.go.jp

FAX：096-369-1938TEL：096-368-2101

URL:http://www.iri.pref.miyazaki.jp/

FAX：0985-74-4488TEL：0985-74-4311

〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

鹿児島県工業技術センター
TEL：0995-43-5111 FAX：0995-64-2111

URL:http://www.kagoshima-it.go.jp/

X線回折装置

高周波誘電率評価装置

レーザー回折式粒度分布計

電子線マイクロアナライザー

電導度計

摩擦試験機

接触角測定装置

可視紫外分光光度計

精密迅速熱物性測定装置

走査電子顕微鏡

低温恒温水槽

他 62機器

蛍光Ｘ線分析装置

X線非破壊検査システム

非接触式熱計測システム

微小力計測装置

金型検査・解析システム

金型統合設計・解析システム

熱膨張率測定装置

熱分析装置

Ｘ線応力測定装置

微分干渉顕微鏡システム

電子線マイクロアナライザー

他 24機器

粒度分析装置（X線透過式）

電界放出型走査電子顕微鏡

高性能X線光電子分析装置

分光光度計

熱画像計測装置

破壊靱性簡易評価システム

高温型熱分析装置

迅速熱伝導率計

衝撃試験機

表面あらさ測定機

促進耐候性試験器

他 82機器

全自動マイクロビッカース硬さ計

三次元デジタイジングシステム

ブリネル硬さ測定システム

蒸着装置

ESCA（XPS）

広域型マルチアナライザー（EPMA）

赤外分光分析装置

レーザー顕微鏡

透過型電子顕微鏡

X線透過画像解析装置

微小領域X線回析装置

他 51機器

電動ロックウェル硬度計

マイクロビッカース硬度計

三次元計測システム

剛性解析システム

蒸着装置（イオンプレーティング装置）

EMI計測システム

音響計測システム

雑音総合評価試験機

電源環境試験システム

冷熱衝撃試験装置（TSA-101L)

プリント基板加工システム

他 56機器

X線透過式粒度分布測定装置

高温X線回折装置

遠赤外線分光放射計

微小部X線回折装置

可塑性測定装置

蛍光X線分析装置

偏光顕微鏡

熱伝導率測定装置

走査型電子顕微鏡

レーザー式応力測定装置

赤外線サーモグラフィー

他 77機器

膜厚特性試験装置

オートグラフ　密着特性試験装置

赤外線熱画像装置

三次元座標測定機

電子線三次元粗さ解析装置

超音波顕微鏡

冷熱試験装置

ＥＭＩ測定システムシステム

電磁ノイズ計測設備

レーザ顕微鏡

高周波三次元解析ソフト

他 153機器

光電子分光分析装置（XPS/ESCA)

走査型プローブ顕微鏡

電界放出型走査電子顕微鏡（分析）

超微小硬さ試験機

薄膜硬度計

レーザードップラー振動計システム

スピンコーター

スパッタリング装置

マニアルプローバ

真空熱処理装置

スペクトラムアナライザー

他 161機器

マイクロビッカース硬度計

非接触三次元表面構造解析顕微鏡

赤外線熱画像処理装置

レーザードップラー振動計

X線光電子分光分析装置

高調波電流・フリッカ測定装置 冷熱衝撃試験器

低真空走査電子顕微鏡

他 129機器

非接触表面粗さ測定機

非接触画像測定機

超音波顕微鏡

全自動蛍光Ｘ線装置

熱伝導率測定装置

フィールドエミッション走査電子顕微鏡

雷サージ許容度試験装置

電子線プローブマイクロアナライザー

高周波プラズマ発光分光分析装置

伝導電磁界イミュニティシステム

放射ノイズ測定システム

他 78機器

温湿度振動複合環境試験装置
（①振動試験設備、②恒温・恒湿設備）

３次元電磁界シミュレータ
（電磁波解析ソフトウェア）

雑音電界強度測定器
（放射・伝導ＥＭＩ試験システム）

資料）九州イノベーション創出促進協議会ホームページ　開放機器データベースより作成

　佐賀県
●1 佐賀市
佐賀県工業技術センター［1］
財団法人 佐賀県地域産業支援センター［7］
佐賀県知的所有権センター［5］
佐賀大学［2］
佐賀大学 シンクロトロン光応用研究センター［3］
佐賀大学 総合分析実験センター［3］
佐賀大学 産学官連携推進機構［6］
国立大学法人 佐賀大学TLO［4］
●2 鳥栖市
佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター［1］
独立行政法人 産業技術総合研究所 九州センター［1］
●3 西松浦郡有田町
佐賀県窯業技術センター［1］

　長崎県
●1 長崎市
財団法人 長崎県産業振興財団［7］
長崎大学［2］
長崎大学 共同研究交流センター［6］
長崎総合科学大学［2］
長崎総合科学大学 工学研究センター［3］
長崎総合科学大学 新技術創成研究所（学術フロンティアセンター）［3］
株式会社 長崎TLO［4］
●2 大村市
長崎県工業技術センター［1］
長崎県知的所有権センター［5］
●3 東彼杵郡波佐見町
長崎県窯業技術センター［1］

　熊本県
●1 熊本市
熊本県産業技術センター［1］
熊本大学［2］
熊本大学 衝撃・極限環境研究センター［3］
熊本大学 地域交流技術センター［6］
崇城大学［2］
崇城大学 エネルギーエレクトロニクス研究所［3］
崇城大学 衝撃先端技術研究センター ［3］
東海大学［2］
●2 上益城郡
財団法人 くまもとテクノ産業財団（熊本TLO）［4］

　鹿児島県
●1 鹿児島市
鹿児島大学［2］
鹿児島大学 フロンティアサイエンス研究推進センター［3］
鹿児島大学 産学官連携推進機構［6］
株式会社 鹿児島TLO［4］
財団法人 かごしま産業支援センター［7］
●2 霧島市
鹿児島県工業技術センター［1］
第一工業大学［2］

　大分県
●1 大分市
大分県産業科学技術センター［1］
財団法人 大分県産業創造機構［7］
大分大学［2］
大分大学 地域共同研究センター［6］
日本文理大学［2］
日本文理大学 エンジニアリングリサーチセンター［3］
日本文理大学 マイクロ流体技術研究所［3］
日本文理大学 産学官民連携推進センター［6］
有限会社 大分TLO［4］

　宮崎県
●1 宮崎市
独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーションサテライト宮崎［6］
宮崎県工業技術センター［1］
財団法人 宮崎県産業支援財団［7］
宮崎大学［2］
宮崎大学 産学連携センター［6］
株式会社 みやざきTLO［4］

　福岡県
●1 北九州市若松区
北九州市立大学（ひびきのキャンパス）［2］
財団法人 北九州産業学術推進機構［7］
財団法人 北九州産業学術推進機構 ロボット開発支援室［7］
財団法人 北九州産業学術推進機構 半導体技術センター［7］
北九州TLO（財団法人 北九州産業学術推
進機構 産学連携センター）［4］
九州工業大学（若松キャンパス）［2］
九州工業大学 バイオマイクロセンシング技術
研究センター［3］
福岡大学 産学連携センター 北九州産学連携推進室[２]
福岡大学 資源循環・環境制御システム研究所［3］
早稲田大学（北九州キャンパス）［2］
早稲田大学 理工学総合研究センター 九州研究所［3］
●2 北九州市戸畑区
北九州知的所有権センター［5］
九州工業大学（戸畑キャンパス）［2］
九州工業大学 機器分析センター［3］
九州工業大学 産学連携推進センター［6］
●3 北九州市小倉北区
九州工業大学 ネットワークデザイン研究センター［3］

●4 北九州市八幡西区
福岡県工業技術センター 機械電子研究所［1］
九州共立大学［2］
●5 福岡市中央区
独立行政法人 産業技術総合研究所 九州産学官連携センター 福岡サイト［6］
財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかIST）［7］
●6 福岡市博多区
九州イノベーション創出促進協議会（KICC）［7］
九州知的財産戦略センター［5］
福岡県知的所有権センター［5］
●7 福岡市東区
九州産業大学［2］
九州産業大学 総合機器センター［3］
九州産業大学 学術研究推進機構［6］
九州大学 理学研究院［2］
九州大学 超伝導システム科学研究センター［3］
株式会社 産学連携機構九州（九大TLO）［4］
福岡工業大学［2］
福岡工業大学 エレクトロニクス研究所［3］
福岡工業大学 情報科学研究所［3］
福岡工業大学 総合研究機構［3］

●8 福岡市西区
独立行政法人 産業技術総合研究所 水素材
料先端科学研究センター［1］
九州大学 工学研究院［2］
九州大学 システム情報科学研究院［2］
九州大学 稲盛フロンティア研究センター［3］
九州大学 加速器・ビーム応用化学センター［3］
九州大学 システムLSI研究センター［3］
九州大学 水素エネルギー国際研究センター［3］
九州大学 鉄鋼リサーチセンター［3］
九州大学 未来化学創造センター［3］
九州大学 ユーザーサイエンス機構［3］
●9 福岡市南区
福岡大学 環境科学技術研究所［3］
福岡大学 高機能物質研究所［3］
●10 福岡市城南区
福岡大学（七隈キャンパス）［2］
福岡大学 産学官連携センター［6］

●11 福岡市早良区
独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーション・プラザ福岡［6］
九州大学 システムLSI研究センター［3］
福岡システムLSI総合開発センター［1］
●12 久留米市
久留米工業大学［2］
●13 飯塚市
九州工業大学 マイクロ化総合技術センター［3］
九州工業大学 先端金型センター［3］
近畿大学（福岡キャンパス）［2］
●14 大川市
福岡県工業技術センター インテリア研究所［1］
福岡県工業技術センター 化学繊維研究所［1］
●15 春日市
九州大学 総合理工学研究院［2］
九州大学 応用力学研究所［3］
九州大学 先導物質化学研究所［3］
九州大学 中央分析センター［3］
九州大学 産学連携センター［6］

 九州工業大学
 （若松キャンパス）

九州工業大学 
機器分析センター

 北九州市立大学
（ひびきのキャンパス）

 九州工業大学
（戸畑キャンパス）

財団法人 北九州産業
学術推進機構（FAIS)

福岡システムLSI
総合開発センター

日本文理大学

大分大学 大分県産業科学技術センター

宮崎大学 産学連携センター

九州工業大学
マイクロ化総合技術センター

熊本大学 
衝撃・極限環境研究センター

九州工業大学
先端金型センター九州大学 

産学連携センター

長崎大学

崇城大学 エネルギー
エレクトロニクス研究所

独立行政法人 科学技術振興機構
イノベーション・プラザ福岡

福岡工業大学

佐賀大学
シンクロトロン光応用研究センター

独立行政法人
産業技術総合研究所 九州センター

●1 ●2 ●3 ●4 

●12 

FUKUOKA

KAGOSHIMA

MIYAZAKI

OITA

KUMAMOTO

NAGASAKI
SAGA

●5 ●6 
●7 

●8 ●9 

●1 

●2 

●1 

●1 

●1 

●1 

●2 

●2 

●3 

●10 ●11 

●1 ●3 
●2 

●13 

●14 

●15 



青島●

●北京 ●大連
●ソウル

●ニューデリー

●ムンバイ

チェンナイ●
バンコク●
ホーチミン●

クアラルンプール●

香港●

上海●

FUKUOKA

KAGOSHIMA

MIYAZAKI

OITA

KUMAMOTO

NAGASAKI

SAGA

Semiconductor Industry in Kyushu
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交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

直行便
中国（上海） ー 福岡、長崎、鹿児島
中国（大連） ー 福岡
中国（北京） ー 福岡
ソウル ー 福岡、北九州、長崎、大分、宮崎、鹿児島
バンコク ー 福岡
ホーチミン ー 福岡

約1.5時間
約2時間
約2時間
約1.5時間
約5.5時間
約3.5時間

鉄　道
博　多 ー 北九州
博　多 ー 佐　賀
博　多 ー 熊　本
博　多 ー 長　崎
博　多 ー 大　分
博　多 ー 鹿児島
博　多 ー 宮　崎

約20分
約35分

約1時間30分
約2時間
約2時間

約2時間40分
約5時間

高速道路（所要時間）

2時間10分
長崎IC

1時間10分

宮崎IC

佐賀大和IC
20分

鳥栖IC

1時間
40分

大分IC

福岡IC

25分

1時間

熊本IC 2時間10分

鹿児島IC

資料）NEXCO西日本ホームページより
（2009年11月現在）凡  例 高速道路 一般有料

道路区間 JR 新幹線 私鉄計画中・
工事中道路

計画中・
工事中新幹線

甘木鉄道

西鉄大牟田線

平成筑豊鉄道

松浦鉄道

島原鉄道

錦川鉄道

甘木鉄道

西鉄大牟田線

平成筑豊鉄道

松浦鉄道

島原鉄道

錦川鉄道

九 州 横 断自動 車道延岡 線

東
九
州
自
動
車
道

延岡道路

日出バイパス

宇佐別府道路

中国自動車道

山陽自動車道

椎田道路

大 分自動 車 道

宮崎自動
車
道

南
九
州
西
回
り
自
動
車
道

西
九
州

自
動 車

道

長
崎
自

動
車 道

隼人道路

西九州自動車道
（武雄佐世保道路）

西九州自動車道
（佐世保道路）

長崎バイパス

南九州自動車道
（八代日奈久道路）

南九州自動車道
（鹿児島道路）

九
州
自

動
車
道

九州 横断自動 車道延岡 線

東
九
州
自
動
車
道

延岡道路

日出バイパス

宇佐別府道路

中国自動車道

山陽自動車道

椎田道路

大 分自動 車 道

宮崎自動
車
道

南
九
州
西
回
り
自
動
車
道

西
九
州

自
動 車

道

長
崎
自

動
車 道

隼人道路

西九州自動車道
（武雄佐世保道路）

西九州自動車道
（佐世保道路）

長崎バイパス

南九州自動車道
（八代日奈久道路）

南九州自動車道
（鹿児島道路）

九
州
自

動
車
道

福岡 広島

沖縄

仙台

大阪

名古屋

東京
札幌

新幹線
飛行機

約2時間15分
約1時間50分 約1時間30分

約1時間25分

約1時間30分

約1時間30分 約2時間30分

約2時間15分
約1時間50分 約1時間30分

約1時間25分

約1時間30分

約1時間30分 約2時間30分

主要都市へのアクセス

福岡都市高速

八木山バイパス
西九州自動車道

厳木多
久道路

松島道路

北九州高速鉄道

指
宿
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

南九州自動車道

南九州自動車道

隼人道路

一ッ葉道路

山口宇部道路

二丈浜玉道路

西九州自動車道

福岡都市高速

八木山バイパス
西九州自動車道

厳木多
久道路

松島道路

北九州高速鉄道

指
宿
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

南九州自動車道

南九州自動車道

隼人道路

一ッ葉道路

山口宇部道路

二丈浜玉道路

西九州自動車道

佐伯市

延岡市

宮崎市

日南市

鹿屋市

鹿児島市

薩摩川内市

臼杵市

大分市

豊後高田市

杵築市

別府市

宇佐市

日田市

熊本市

八代市

水俣市

中津市

久留米市

大牟田市

佐賀市

佐世保市

鳥栖市

福岡市

北九州市

長崎市
佐伯市

延岡市

宮崎市

日南市

鹿屋市

鹿児島市

薩摩川内市

臼杵市

大分市

豊後高田市

杵築市

別府市

宇佐市

日田市

熊本市

八代市

水俣市

中津市

久留米市

大牟田市

佐賀市
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北九州空港
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大分港
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細島港

川内港
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三池港

水俣港

唐津港
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福岡空港
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北九州空港
山口宇部空港

博多港
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夢吊り大橋夢吊り大橋

別府地獄めぐり別府地獄めぐり

設計ツール
設計
前工程
ウエハテスト
後工程（パッケージ）
ファイナルテスト
評価・解析

前工程（半導体）

後工程（半導体）

テスト
FPD

太陽電池

部材
メンテナンス
その他
シリコンウェハ
マスク
ガス・薬品
インターポーザー
治具・金型
FPD・太陽電池
その他
設計・製造
基板・実装

半導体製造

EDAツール、シミュレーションソフト等
機能設計、論理設計、物理設計
リソグラフィ、エッチング、ドーピング、成膜、洗浄、平坦化処理
ウェハテスト
ダイシング、マウンティング、ボンディング、モールド
ファンクションテスト、バーンイン、製品検査・信頼性試験
信頼性、故障解析等
FPD製造
太陽電池セル、モジュール製造

テストハンドラー、テスター、バーンイン装置

装置部材全般
装置メンテナンス
中古装置販売等装置関連サービス等
シリコンウェハの製造・販売、ウェハ再生業等
マスク（レティクル）製造、レジスト
半導体材料ガス・薬品
リードフレーム、基板等
プローブカード、バーインボード、プローブピン、金型等
ガラス基板、フィルム基板、バックシート等
上記以外の半導体材料全般
電子機器・部品の設計、製造
プリント配線板の設計・製造、部品実装
設備製造・開発
ソフトウェア開発設計
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A2
A3
A4
A5
A6
A7
B
C

D1

D2

D3
D4

D5

D6
D7
D8
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
F1
F2
G
H

大分類 小分類 略業種 製品・プロセス

装　置

材　料

電子機器・部品

FPD
太陽電池

設備
ソフトウェア

洗浄装置、乾燥装置、熱酸化装置、スピンコーター、ベーク装置、露光装
置、現像装置、ドライエッチング装置、ウェットエッチング装置、フォトレ
ジスト剥離装置、イオン注入装置、プラズマCVD（気相成長）装置、CMP
装置、アニール装置、搬送装置

ダイサー、ダイボンダー、ワイヤボンダー、モールディング装置、バリ取り
装置、めっき装置、ダムバー切断装置、リード曲げ成形装置、マーキング装
置（印刷、レーザー）

洗浄装置、乾燥装置、熱酸化装置、スピンコーター、ベーク装置、露光装
置、現像装置、ドライエッチング装置、ウェットエッチング装置、フォトレ
ジスト剥離装置、イオン注入装置、プラズマCVD（気相成長）装置、CMP
装置、アニール装置、搬送装置

業 種 凡 例

http://www.siiq.jp/

九州半導体イノベーション協議会
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目15-19 KS・T駅東ビル302号
TEL 092-473-6649　FAX 092-473-6488

参考資料）社団法人 電子技術産業協会「ICガイドブック ー2009年度版ー よくわかる半導体」
 社団法人 電子技術産業協会「FPDガイドブック ー2009年度版ー」
 産業タイムズ「半導体産業計画総覧 2009-2010年度版」
 産業タイムズ「半導体産業新聞」
 九州イノベーション創出協議会（KICC）「開放機器データベース」
 「九州とアジアの半導体実装関連データベース2009」
 MAP2009実行委員会・財団法人九州経済調査協会

※その他各事業所に対するアンケート結果を基に作成
※2009年11月4日時点 ○九州半導体イノベーション協議会C
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直行便
中国（上海） ー 福岡、長崎、鹿児島
中国（大連） ー 福岡
中国（北京） ー 福岡
ソウル ー 福岡、北九州、長崎、大分、宮崎、鹿児島
バンコク ー 福岡
ホーチミン ー 福岡

約1.5時間
約2時間
約2時間
約1.5時間
約5.5時間
約3.5時間

鉄　道
博　多 ー 北九州
博　多 ー 佐　賀
博　多 ー 熊　本
博　多 ー 長　崎
博　多 ー 大　分
博　多 ー 鹿児島
博　多 ー 宮　崎

約20分
約35分

約1時間30分
約2時間
約2時間

約2時間40分
約5時間

高速道路（所要時間）

2時間10分
長崎IC

1時間10分

宮崎IC

佐賀大和IC
20分

鳥栖IC

1時間
40分

大分IC

福岡IC

25分

1時間

熊本IC 2時間10分

鹿児島IC

資料）NEXCO西日本ホームページより
（2009年11月現在）凡  例 高速道路 一般有料

道路区間 JR 新幹線 私鉄計画中・
工事中道路

計画中・
工事中新幹線

甘木鉄道

西鉄大牟田線

平成筑豊鉄道

松浦鉄道

島原鉄道

錦川鉄道

甘木鉄道

西鉄大牟田線

平成筑豊鉄道

松浦鉄道

島原鉄道

錦川鉄道

九 州 横 断自動 車道延岡 線

東
九
州
自
動
車
道

延岡道路

日出バイパス

宇佐別府道路

中国自動車道

山陽自動車道

椎田道路

大 分自動 車 道

宮崎自動
車
道

南
九
州
西
回
り
自
動
車
道

西
九
州

自
動 車

道

長
崎
自

動
車 道

隼人道路

西九州自動車道
（武雄佐世保道路）

西九州自動車道
（佐世保道路）

長崎バイパス

南九州自動車道
（八代日奈久道路）

南九州自動車道
（鹿児島道路）

九
州
自

動
車
道

九州 横断自動 車道延岡 線

東
九
州
自
動
車
道

延岡道路

日出バイパス
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山陽自動車道

椎田道路

大 分自動 車 道

宮崎自動
車
道

南
九
州
西
回
り
自
動
車
道

西
九
州

自
動 車

道

長
崎
自

動
車 道

隼人道路

西九州自動車道
（武雄佐世保道路）

西九州自動車道
（佐世保道路）

長崎バイパス

南九州自動車道
（八代日奈久道路）

南九州自動車道
（鹿児島道路）

九
州
自

動
車
道

福岡 広島

沖縄

仙台

大阪

名古屋

東京
札幌

新幹線
飛行機

約2時間15分
約1時間50分 約1時間30分

約1時間25分

約1時間30分

約1時間30分 約2時間30分

約2時間15分
約1時間50分 約1時間30分

約1時間25分

約1時間30分

約1時間30分 約2時間30分

主要都市へのアクセス

福岡都市高速

八木山バイパス
西九州自動車道

厳木多
久道路

松島道路

北九州高速鉄道

指
宿
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

南九州自動車道

南九州自動車道
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佐世保港
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設計ツール
設計
前工程
ウエハテスト
後工程（パッケージ）
ファイナルテスト
評価・解析

前工程（半導体）

後工程（半導体）

テスト
FPD

太陽電池

部材
メンテナンス
その他
シリコンウェハ
マスク
ガス・薬品
インターポーザー
治具・金型
FPD・太陽電池
その他
設計・製造
基板・実装

半導体製造

EDAツール、シミュレーションソフト等
機能設計、論理設計、物理設計
リソグラフィ、エッチング、ドーピング、成膜、洗浄、平坦化処理
ウェハテスト
ダイシング、マウンティング、ボンディング、モールド
ファンクションテスト、バーンイン、製品検査・信頼性試験
信頼性、故障解析等
FPD製造
太陽電池セル、モジュール製造

テストハンドラー、テスター、バーンイン装置

装置部材全般
装置メンテナンス
中古装置販売等装置関連サービス等
シリコンウェハの製造・販売、ウェハ再生業等
マスク（レティクル）製造、レジスト
半導体材料ガス・薬品
リードフレーム、基板等
プローブカード、バーインボード、プローブピン、金型等
ガラス基板、フィルム基板、バックシート等
上記以外の半導体材料全般
電子機器・部品の設計、製造
プリント配線板の設計・製造、部品実装
設備製造・開発
ソフトウェア開発設計
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E5
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E7
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H

大分類 小分類 略業種 製品・プロセス

装　置

材　料

電子機器・部品

FPD
太陽電池

設備
ソフトウェア

洗浄装置、乾燥装置、熱酸化装置、スピンコーター、ベーク装置、露光装
置、現像装置、ドライエッチング装置、ウェットエッチング装置、フォトレ
ジスト剥離装置、イオン注入装置、プラズマCVD（気相成長）装置、CMP
装置、アニール装置、搬送装置

ダイサー、ダイボンダー、ワイヤボンダー、モールディング装置、バリ取り
装置、めっき装置、ダムバー切断装置、リード曲げ成形装置、マーキング装
置（印刷、レーザー）

洗浄装置、乾燥装置、熱酸化装置、スピンコーター、ベーク装置、露光装
置、現像装置、ドライエッチング装置、ウェットエッチング装置、フォトレ
ジスト剥離装置、イオン注入装置、プラズマCVD（気相成長）装置、CMP
装置、アニール装置、搬送装置

業 種 凡 例

http://www.siiq.jp/

九州半導体イノベーション協議会
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目15-19 KS・T駅東ビル302号
TEL 092-473-6649　FAX 092-473-6488

参考資料）社団法人 電子技術産業協会「ICガイドブック ー2009年度版ー よくわかる半導体」
 社団法人 電子技術産業協会「FPDガイドブック ー2009年度版ー」
 産業タイムズ「半導体産業計画総覧 2009-2010年度版」
 産業タイムズ「半導体産業新聞」
 九州イノベーション創出協議会（KICC）「開放機器データベース」
 「九州とアジアの半導体実装関連データベース2009」
 MAP2009実行委員会・財団法人九州経済調査協会

※その他各事業所に対するアンケート結果を基に作成
※2009年11月4日時点 ○九州半導体イノベーション協議会C
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九州半導体イノベーション協議会
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目15-19 KS・T駅東ビル302号
TEL 092-473-6649　FAX 092-473-6488

参考資料）社団法人 電子技術産業協会「ICガイドブック ー2009年度版ー よくわかる半導体」
 社団法人 電子技術産業協会「FPDガイドブック ー2009年度版ー」
 産業タイムズ「半導体産業計画総覧 2009-2010年度版」
 産業タイムズ「半導体産業新聞」
 九州イノベーション創出協議会（KICC）「開放機器データベース」
 「九州とアジアの半導体実装関連データベース2009」
 MAP2009実行委員会・財団法人九州経済調査協会

※その他各事業所に対するアンケート結果を基に作成
※2009年11月4日時点○九州半導体イノベーション協議会 C


