
オープニングキーノート
世界の半導体エグゼクティブが語る今、そして成長戦略
日時 ● 12月4日（水）  9:30–12:00　日英同時通訳付

初日を飾るオープニングイベントです。世界の半導体産業を代表するトップエグゼクティ
ブが登壇し、産業を牽引するアプリケーション、技術革新について展望し、半導体産業
の今と成長戦略を描きます。

  9:30–  9:55　オープニングセレモニー
  9:55–10:00　セッション概要紹介

米国大使館協賛 ITフォーラム  クラウドとビッグデータで変わる未来
日時 ● 12月4日（水）  12:30–14:30

講師 ●  日本マイクロソフト㈱　インテル㈱    

パナソニック インフォメーションシステムズ㈱  グーグル㈱

GSAフォーラム  Win-Winのコラボレーションとパートナーシップによる 

エコシステム最適化
日時 ● 12月4日（水）  15:00–17:00　日英同時通訳付
講師 ●  ㈱東芝 常任顧問  齋藤 昇三  

SMIC, Chief Executive Officer and Executive Director, Tzu-Yin Chiu  

CSR Plc, Chief Executive Officer, Joep van Beurden   

ATREG GK, President and Managing Principal, Stephen Rothrock  

東京エレクトロン㈱ 取締役 専務執行役員  鷲野 憲治

3D-ICサミット  飛躍のカギがここに
日時 ● 12月5日（木）  10:00–12:00　日英同時通訳付
講師 ●  ㈱東芝 セミコンダクター＆ストレージ社 メモリー応用技術技師長  大島 成夫  

ASE Group, Group R&D, General Manager and Chief R&D Officer, Ho-Ming Tong  

日立化成㈱ 執行役社長  田中 一行  

imec, Senior Business Development Manager CMOS, Walter Ganzevles

450mmエグゼクティブフォーラム  450mm最新動向アップデート
日時 ● 12月5日（木）  12:30–14:30　日英同時通訳付
講師 ●  G450C, General Manager, Paul Farrar　  

imec, Senior Vice President Strategic Relations, Roger De Keersmaecker  

㈱ニコン 代表取締役 兼 副社長執行役員  牛田 一雄  

東京エレクトロン㈱ SPEマーケティング・プロセス開発本部 副本部長  関口 章久

PEサミット  プラスチックエレクトロニクス技術の最前線
日時 ● 12月6日（金）  10:00–12:00

講師 ●  Fraunhofer ENAS,  Reinhard R. Baumann  

産業技術総合研究所 フレキシブルエレクトロニクス研究センター センター長  鎌田 俊英 

BASFジャパン㈱ 尼崎研究開発センター センター長  高橋 隆一  

Yole Developpement, President & CEO, Jean-Christophe Eloy

ITRS ブリーフィングセミナー  半導体技術ロードマップの概説
日時 ● 12月6日（金）  12:30–14:00

講師 ●  ITRS, Chairman, Paolo Gargini  

㈱東芝 セミコンダクター&ストレージ社 統括技師長  石内 秀美

みらいビジョンフォーラム  やさしい未来は半導体がつくる
日時 ● 12月6日（金）  15:00–17:00

講師 ●  ㈱アクアビット 代表取締役 チーフ・ビジネスプランナー  田中 栄  

㈱アドバンスト・メディア 代表取締役会長兼社長  鈴木 清幸  

テラモーターズ㈱ 事業開発グループ 新規事業開発部長 加藤 真平  

千葉工業大学 工学部未来ロボティクス学科教授  林原 靖男

11:20–12:00

Innovative substrates in the mobile era
Soitec, COO, Paul Boudre

10:00–10:40

半導体産業への提言
産業技術総合研究所 理事長  中鉢 良治

10:40–11:20

Leading edge is a matter of perspective; Foundry 2.0 is still the key
GLOBALFOUNDRIES, CEO, Ajit Manocha

15:40–16:20

New Emerging Role for OSAT Industry
STATS ChipPAC, Corporate HQ, EVP & CTO, BJ Han

16:20–17:00

SAMURAI CSP Provider
㈱テラプローブ グローバルセールス & マーケティングオフィス  

執行役員 CSO & CMO  柴田 洋孝

15:00–15:40

Working in a dynamic market
ASE Group, ASE Japan/ ASE Marketing & Service Japan, President,  

Eric Chung

OSATエグゼクティブフォーラム
主要OSATメーカー各社の動向
日時 ● 12月5日（木）  15:00–17:00　日英同時通訳付

半導体の進歩を担う有力なソリューションが存在する後工程。各国を代表するOSAT
企業が飛躍へのカギを明らかにします。

国際会議場 2F コンベンションホールA 無料
※講師敬称略

3日間、9つのテーマで繰り広げられるエキサイティングな無料カンファレンスイベントです。  
基調講演やエグゼクティブセミナーを通じて、業界の今と未来を照らし出します。

出展小間番号 Hall

世界を代表する半導体製造サプライチェーンの国際展示会

幕張メッセ （1～6ホール､国際会議場）

主催： SEMI®

セミコン・ジャパン 2013
12月4日水   6日金  10:00–17:00

Facebook、Twitterでも情報発信中！

  www.semiconjapan.org入場無料・事前登録制

後援（予定）： 米国大使館商務部  特定非営利活動法人LED照明推進協議会（JLEDS）  一般社団法人エレクトロニクス実装学会（JIEP）  公益社団法人応用物理学会（JSAP）  一般社団法人電子情報

技術産業協会（JEITA）  一般社団法人日本液晶学会  一般社団法人日本半導体製造装置協会（SEAJ）  一般社団法人日本半導体ベンチャー協会（JASVA）

プラチナスポンサー 　ゴールドスポンサー

セミコン・ジャパン 2013 スポンサー （アルファベット順）

セミナーとイベント　最新情報はWebサイトにて ▶ www.semiconjapan.org

SEMIテクノロジーシンポジウム（STS）2013

セッション1  リソグラフィ・マスク 1 有料

EUVリソおよびMultiple EB露光の開発状況
日時 ● 12月4日（水）  10:00–12:50　日英同時通訳付 

場所 ● 国際会議場 2F 201会議室

セッション2  リソグラフィ・マスク 2 有料

Multiple Patterning実用化技術とDSAの動向
日時 ● 12月4日（水）  14:00–16:50　日英同時通訳付 

場所 ● 国際会議場 2F 201会議室

セッション3  先端デバイス・プロセス 有料

低消費電力デバイスの展望
日時 ● 12月5日（木）  10:00–13:20　日英同時通訳付 

場所 ● 国際会議場 2F 201会議室

セッション4  テスト  有料

テスト技術最前線 －広がりゆく世界への挑戦－
日時 ● 12月5日（木）  10:00–13:15　  

場所 ● 国際会議場 3F 301会議室

セッション5  パワー半導体 有料

SiCパワー半導体技術の進展と 

パワーエレクトロニクス革新
日時 ● 12月5日（木）  14:00–17:00　日英同時通訳付 

場所 ● 国際会議場 2F 201会議室

STSサテライト1    無料  

テクノロジーとアートが出会う 
STS 特別セッション
日時 ● 12月4日（水）  10:30–12:30　  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

STSサテライト2    無料  

マイクロシステム / MEMS 1
グローバルに多様化するMEMS技術
日時 ● 12月4日（水）  13:00–14:25  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

STSサテライト3   無料  

マイクロシステム / MEMS 2
成長するヘルスケア・メディカルMEMS
日時 ● 12月4日（水）  15:00–16:25  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

STSサテライト4  パッケージング 無料

Application Specific Packaging で切り拓く未来
日時 ● 12月5日（木）  13:00–14:30  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

STSサテライト5  DFM 無料

高度化・複雑化するDFM –設計 /EDA/プロセス / 

装置 /材料 /計測の連携による実現–
日時 ● 12月5日（木）  15:00–16:30  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

ビジネスプログラム

SEMIマーケットセミナー 有料

2014年は黄金の年になるのか?
日時 ● 12月4日（水）  12:30–16:00　日英同時通訳付 

場所 ● 国際会議場 2F コンベンションホールB

450mm EHS分野における 有料  

製造、設備でのチャレンジ
日時 ● 12月5日（木）  10:00–12:00　  

場所 ● 国際会議場 3F 304会議室

国際EHS規制適合セミナー 有料

欧米の更なる規制とアジアへの拡大
日時 ● 12月5日（木）  13:00–17:00　  

場所 ● 国際会議場 3F 304会議室

中古半導体製造装置セミナー 無料

製造イノベーション：中古活用の新潮流
日時 ● 12月6日（金）  10:20–12:10　  

場所 ● 展示会場 ホール1 TechSTAGE WEST

SEMI EHS & Sustainability Update 2013 無料

電子業界サプライチェーンに求められる 

サステナビリティの課題
日時 ● 12月6日（金）  14:40–16:30  

場所 ● 展示会場 ホール1 TechSTAGE WEST

SEMIスタンダード関連プログラム

SEMI EHSスタンダードワークショップ 有料

450mmに向けてのSEMI EHSスタンダードの取組み
日時 ● 12月4日（水）  13:00–17:00　  

場所 ● 国際会議場 3F 304会議室

三次元 ICをドライブする  無料  

実装技術からの提言
日時 ● 12月6日（金）  12:30–14:20　  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE WEST

スタンダードから見る450mmの動向 有料

ノッチレス化の検討始まる！
日時 ● 12月6日（金）  13:30–16:30　  

場所 ● 国際会議場 3F 303会議室

ネットワーキングイベント

SEMIプレジデントレセプション 有料

日時 ● 12月4日（水）  17:30–19:00　  

場所 ● 国際会議場 2F コンベンションホールB

サプライヤーサーチ 参加エントリー後事前審査制

デバイスメーカーとのFace to Faceミーティング
日時 ● 12月4日（水）– 6日（金）  10:00–17:00　  

場所 ● 展示会場内 特設スペース

ハッピーアワー  無料

出展者と来場者、出展者同士の歓談の場
日時 ● 12月5日（木）  16:00–17:00

場所 ● 本プログラム参加出展者ブース

セミコン・ジャパン TA&Pナイト 招待制

日時 ● 12月5日（木）  17:15–18:30　  

場所 ● 国際会議場 3F 301会議室

世界のテスト、組立、パッケージング企業と装置・材料・サー
ビスサプライヤーが交流を深めるパーティです。

SEMIスタンダード授賞式・ 無料  

フレンドシップパーティー
日時 ● 12月5日（木）  18:00–19:30

場所 ● 国際会議場 1F 105会議室

半導体製造装置・材料業界合同会社説明会
日時 ● 12月6日（金）  10:15–17:00

場所 ● 展示会場 ホール6

The 高専@SEMICON Japan 2013（SEMI協力企画）

出展者が自社出展ブース内にスペースを設け、高等専
門学校の学生に研究発表の場を提供し、半導体業界
に対する理解を深めてもらう企画です。

  学生参加イベント

The Power of [Information]
̶ 100時間を超える講演から最新情報を発信

招待講演：パワー半導体 無料

実用化が迫るSiCパワー半導体技術の現状
日時 ● 12月5日（木）  10:30–12:30  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

ナノインプリント技術研究会シンポジウム 無料

産業展開を開始したナノインプリント技術
日時 ● 12月6日（金）  10:30–12:30  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

プリンテッドエレクトロニクス研究会 無料  

シンポジウム
有機半導体の論理デバイス応用に向けて
日時 ● 12月6日（金）  13:00–14:30  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

Silicon Saxony Technical Symposium 無料
日時 ● 12月6日（金）  15:00–16:30  

場所 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE PREMIER

招待講演

出展者セミナー  無料

日時 ● 12月4日（水）– 6日（金）  10:30–16:20  

場所 ● 国際会議場 1F 103会議室
　　 ● 展示会場 ホール1  TechSTAGE WEST

　　 ● 展示会場 ホール6  TechSTAGE EAST

セミコン・ジャパン リリースプレゼンテーション
日時 ● 12月4日（水）・5日（木）  10:30–12:20 無料
場所 ● 展示会場 ホール1 TechSTAGE WEST

プライベートセミナー     無料  

カナダ大使館
カナダMEMSセミナー： 北米一のMEMS開発と商業界のための施設と現状
日時 ● 12月4日（水）  10:00–12:30　日英通訳付
場所 ● 国際会議場 1F 104会議室

プライベートセミナー     無料  

ウシオ電機㈱
2.5/3Dパッケージング向けリソグラフィ動向
日時 ● 12月4日（水）  14:30–17:00

場所 ● 国際会議場 1F 104会議室

プライベートセミナー   無料  

ルドルフ・テクノロジーズ社 イールドフォーラム
アドバンスドパッケージ・450mm製造への検査・計測・露光・
プロセスQC技術
日時 ● 12月6日（金）  10:00–17:00  

場所 ● 国際会議場 1F 102会議室

出展者 / パートナーイベント

2013 ITRS WINTER  有料  

PUBLIC CONFERENCE
半導体技術ロードマップを分野ごとに詳しく解説
日時 ● 12月6日（金）  10:00–17:00　日英同時通訳付
場所 ● 国際会議場 2F 201会議室
主催 ● ESIA、JEITA、KSIA、SIA、TSIA and SEMATECH

共催 ● SEMIジャパン

他団体主催プログラム



The Power of [Exhibition] ̶ 新製品・新技術で埋め尽くされた展示会場 
※例年60%以上の出展者が新製品・新技術を展示しています。

会場ご案内　最新情報はWebサイトにて ▶ www.semiconjapan.org

ホール6 ホール2ホール3ホール4ホール5 ホール1

国際会議場

VIP

VIP

先端製造技術パビリオン

中古装置パビリオン

サプライチェーンパビリオン

先端製造技術パビリオン

VIPラウンジVIPラウンジ

大田区パビリオン

中古装置パビリオン

サプライチェーンパビリオン

東北パビリオン

ドイツパビリオン

九州パビリオン

先端エレクトロニクスパビリオン

東北パビリオン

ドイツパビリオン

九州パビリオン
半導体製造装置・材料業界

合同会社説明会会場

先端エレクトロニクスパビリオン

ベンチャー企業パビリオンベンチャー企業パビリオン

前工程ゾーン前工程ゾーン前工程ゾゾーン

（テックステージ イースト）

（テックステージ ウエスト）

（セミコン・ジャパン スーパーシアター）

（テックステージ プレミア）

 3D ICエリア 

 搬送・組立エリア
 ミッドエンドプロセスエリア
 製造革新システム＆
ソリューションエリア

 パワー半導体エリア
 プラスチック
エレクトロニクスエリア

 プリンテッド
エレクトロニクスエリア

 ナノインプリントエリア
 LEDエリア
 MEMS/NEMSエリア
 イノベーティブ
ベンチャーエリア

化学物質管理対策パビリオン

精密加工技術パビリオン

後工程・総合・材料ゾーン後後工工程程・・総総合合・・材材料料ゾゾーーンン

出展者一覧　9月26日現在、社名アルファベット順から五十音順。共同出展者、代理店、子会社等の出展者名を含みません。

  出展者サーチ： 公式Webサイトからリンク 

▶ www.semiconjapan.org

 アポイントシステム
  来場者と出展者が事前に連絡を取ることにより、ス
ムーズな商談をサポートするシステムです。出展者サー
チの出展者リストにある をクリックしてく
ださい。

  セミコン・ジャパンの見どころがわかる 

スマートフォンアプリがより便利になりました
  会場内のナビゲーションや来場前の予習に大活躍し
ます。 iPhone / Androidに対応し、11月25日よりダウ
ンロード（無料）いただけます。

  「会場ナビ」をタップして、ブースを確認  

  出展者情報・セミナー情報を掲載  

   訪問予定の出展者は、ブックマークに登録可能
  展示会の最新情報は、Twitterでチェック

来場者サポートツール

A-Sung Clean Flow-Tech Co., Ltd.

Brewer Science Inc.

Cascade Microtech, Inc.

CyberOptics Semiconductor Inc.

Digmesa AG

ePAK Resources (S) PTE., LTD.

Innovative Manufacturing Technology Co., Ltd.

Membrane Solutions LLC

Quarld Ltd.-Lianyungang

Singulus Technologies AG

UNI-CROWN CO., LTD.

㈱アールデック
㈱アイテック
㈲アクセス
㈱旭製作所
旭ダイヤモンド工業㈱
アステック㈱
アップ・テック・ジャパン㈱
㈱アドテック プラズマ テクノロジー
㈱アドバンテスト
㈱アドバンテック
アドバンテック東洋㈱
アペックス㈱
㈱アメフレック
アユミ工業㈱
㈱アライドマテリアル
アル㈱
㈱アルバック
㈱アルプスエンジニアリング
アローズエンジニアリング㈱
安立計器㈱
イーヴィグループジャパン㈱
イーグル工業㈱
イエナオプティック ジャパン㈱
イグス㈱
㈱利送イーエムシー
伊藤忠テクノソリューションズ㈱
伊藤忠マシンテクノス㈱
インフィコン㈱
インプレックス㈱
VAT㈱
ウシオ電機㈱
㈱エイ・エス・エイ・ピイ
エイチエスティ・ビジョン㈱
エーエスエム・アッセンブリー・テクノロジー㈱
㈱エー・シー・イー

エスオーエル㈱
エステル エキュボ㈱
SPPテクノロジーズ㈱
n&k Technology, Inc.

㈱エヌ・エス・エス
㈱エヌ・ティー・エス
エヌピイエス㈱
㈱荏原製作所
エバンスアナリティカルグループ / 

ナノサイエンス㈱
㈱エリオニクス
エンズィンガー㈱
オイレス工業㈱
大倉電気㈱
大塚電子㈱
㈱オートメレビュー社
大野ベロー工業㈱
大宮工業㈱
㈱岡本工作機械製作所
オムロン㈱
雄山㈱
オリエンタルモーター㈱
オリオン機械㈱
オルガノ㈱
Gaertner Scientific Co.

㈱化学工業日報社
㈱カナメックス
兼松㈱
川崎重工業㈱
カンケンテクノ㈱
関東化学㈱
㈱キッツエスシーティー
㈱木村洋行
キヤノンマーケティングジャパン㈱
㈱キューセス
㈱京三製作所
㈱協同インターナショナル
清川メッキ工業㈱
錦州新世紀石英（集団）有限公司
倉敷紡績㈱
㈱クリーンアクト
クリーン・テクノロジー㈱
㈱クリエイティブテクノロジー
栗田工業㈱
グローバルネット㈱
弘栄貿易㈱

興研㈱
江信特殊硝子㈱
神津精機㈱
光明理化学工業㈱
光洋機械工業㈱
光洋サーモシステム㈱
興和電子工業㈱
㈱幸和電熱計器
コスモ・テック㈱
Kornic Automation Co., Ltd.

コフロック㈱
㈱コベルコ科研
㈱コムクラフト
㈱コンタクト
サーパス工業㈱
サーマトロニクス貿易㈱
㈶材料科学技術振興財団
坂口電熱㈱
サニー・トレーディング㈱
サムコ㈱
㈱三栄エンヂニアリング
㈱産業タイムズ社
サンゴバン㈱
㈱GSIクレオス
JSR㈱
JFE商事エレクトロニクス㈱
㈱ジェイテクト
㈱ジェーイーエル
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱
シグマシステム㈱
ジャスコインタナショナル㈱
ジャパンクリエイト㈱
上海華頌実業有限公司
信越ポリマー㈱
神鋼特殊鋼管㈱
新コスモス電機㈱
㈱新樹社
シンフォニアテクノロジー㈱
伸和コントロールズ㈱
スウェージロック・ジャパン
スピードファム㈱
スペクトリス㈱
㈱住化分析センター
住友スリーエム㈱
スンハンエンジニアリング㈱
㈱精研

㈱清和光学製作所
セーフテクノリミテッド
㈱SETS

㈱大日本科研
大日本スクリーン製造㈱
㈱ダイヘン
高砂貿易㈱
高千穂商事㈱
㈱タカトリ
タキゲン製造㈱
竹内精工㈱
ＷＣＱジャパン㈱
㈱ダルトン
㈱タンケンシールセーコウ
直得科技股份有限公司
㈱ティアンドティ
THK㈱
TDK㈱
DMカードジャパン㈱
㈱ディスコ
㈱D-process

テクノクオーツ㈱
㈱テムテック研究所
デンカアドテックス㈱
㈱電子ジャーナル
㈱電波新聞社
東京エレクトロン㈱
東京応化工業㈱
東京計装㈱
㈱東京精密
東芝機械㈱
東芝ナノアナリシス㈱
東芝三菱電機産業システム㈱
東ソー㈱
東北大学 未来科学技術共同研究センター
東横化学㈱
東レエンジニアリング㈱
㈱東レリサーチセンター
TOTO㈱
トーヨーエイテック㈱
㈱巴商会
㈱トリニティー
㈱ナガセインテグレックス
ナガセテクノエンジニアリング㈱
名古屋工業大学 大型設備基盤センター
㈲ＮＡＳ技研
ナノメトリクス・ジャパン㈱
ナプソン㈱
鍋屋バイテック㈱
ナラサキ産業㈱
㈱ニコン
日刊工業新聞

日経BP社
日産化学工業㈱
日鉄住金ステンレス鋼管㈱
日本精工㈱
日本精線㈱
日本ゼオン㈱
日本電能㈱
日本特殊陶業㈱
日本ベアリング㈱
日本エアーテック㈱
日本エム・ケー・エス㈱
日本エンギス㈱
日本ゴア㈱
㈱日本製鋼所
日本セミラボ㈱
日本電子㈱
日本電子材料㈱
日本トムソン㈱
（一社）日本半導体製造装置協会
㈱日本ピスコ
日本分光㈱
日本ポール㈱
㈱日本マイクロニクス
㈱日本レーザー
㈱ニューフレアテクノロジー
㈱ネジの高山
㈱ノダRFテクノロジーズ
野村マイクロ・サイエンス㈱
㈱ノリタケカンパニーリミテド
㈱ハーモテック
パール工業㈱
ハイウィン㈱
バイオニクス機器㈱
㈱ハイテック・システムズ
ハイデンハイン㈱
㈱ハギテック
伯東㈱
パナソニック ファクトリーソリューションズ㈱
㈱ハマイ
浜松ホトニクス㈱
バリューインパクト㈲
Valex Korea

㈱ピーエスエスジャパン
㈱ピーマック・ジャパン
ビクトレックスジャパン㈱
ヒメジ理化㈱
㈱ピュアロンジャパン
ヒューグルエレクトロニクス㈱
㈱ヒロテック
ファーストゲート㈱
㈱フィルテック
㈱フェローテック

㈱フジキン
ブルカー・エイエックスエス㈱
プレシテック・ジャパン㈱
㈱フロウエル
Process Technology

㈱フロンケミカル
㈱堀場エステック
㈱堀場製作所
White Knight Fluid Handling Inc.

本多電子㈱
マイテック㈱
㈱マスオカ
丸文㈱
㈱ミウラ
ミカド機器販売㈱
みずほ情報総研㈱
三井住友ファイナンス＆リース㈱
三菱重工業㈱
三菱UFJリース㈱
ミニマルファブ
村田機械㈱
㈱明電舎
㈱目白プレシジョン
㈱メトロール
㈱山梨技術工房
㈱ユタカ
ユラボジャパン㈱
横河ソリューションサービス㈱
㈱横河ブリッジ
㈱ランドマークテクノロジー
㈱リード
リオン㈱
㈱リガク
理化工業㈱
㈱リキッドガス
理研計器㈱
リソテックジャパン㈱
㈱リッチモアインターナショナル
㈱菱光社
㈱リンテック
リンテック㈱
レイデント工業㈱
レイボルド㈱
Levitronix Japan㈱
レーザーテック㈱
ローツェ㈱
碌々産業㈱
六甲電子㈱
ワイエイシイ㈱
ワッティー㈱

  セミコン・ジャパンの入場は登録制です。
  すべてのセミナー、イベントは原則事前登録制です。

展示会に関するお問合せ
セミコン・ジャパン運営事務局  

Tel: 050.5804.1281   Email: semicon2013@sakurain.co.jp

セミナーとレセプションに関するお問合せ
 SEMIジャパン イベント受付   

Tel: 03.3222.6020   Email: jeventinfo@semi.org

展示会入場登録、セミナーとイベントのお申込みは 

こちらから ▶ www.semiconjapan.org

前工程ゾーン
微細化と大口径化、そしてフレキシブル化など、デバイス製造のための前工程関連ビジ
ネスの展示ゾーンです。
展示内容  設計工程・設計ツール / ウェーハ製造工程 / ウェーハプロセス工程

後工程・総合・材料ゾーン
デバイス製造の要である後工程関連ビジネスをはじめ、日本が世界に誇る材料技術、そ
してサービスからソフトウェアまでの幅広い分野の展示ゾーンです。
展示内容   組立工程 / 試験・検査工程 /材料・材料関連 / 組立・搬送装置用関連機器 / 

環境関連装置 / 各種ソフトウェア・サービス

ERS electronic GmbH

GES Co., Ltd.

Halocarbon Products

HANMI Semiconductor

LEENO INDUSTRIAL INC.

Loranger International Corp.

PMI

Reid-Ashman Mfg., Inc.

SKC solmics

SMITHS CONNECTORS

WOOAM SUPER POLYMER CO., LTD.

アクテス㈱
㈱アドバンテスト
EO TECHNICS Co., Ltd.

EtherCAT Technology Group

㈱インコム
ヴァイサラ㈱
上野精機㈱
エア・ブラウン㈱
㈱エス・イー・アール
㈱SDK

㈱エンプラス半導体機器
オカノ電機㈱
沖縄県

オリジン電気㈱
㈱関電工
㈱喜多製作所
Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱
クオドラントポリペンコジャパン㈱
ケー・エス・エム・コーポレーション
ケメット・ジャパン㈱
㈱コーヨーテクノス
サンユー工業㈱
㈲三和テクノ
㈱シバソク
昭和リース㈱
㈱シンアペックス
㈱スパンドニクス
センサーコントロールズ㈱ 

中央電子㈱
千代田交易㈱
㈱ TFF テクトロニクス /  

ケースレーインスツルメンツ社
デイジ・ジャパン㈱
テクノアルファ㈱
テスプロ㈱
東北精機工業㈱
㈱ニシヤマ

日本サイエンティフィック㈱
日本発条㈱
日本高周波㈱
日本電産リード㈱
Hermes Microvision Inc.

㈱バイコウスキージャパン
ハイソル㈱
㈱ハイロックス
㈱PBIアドバンストマテリアルズ
㈱PICSIS

日立キャピタル㈱
㈱日立ハイテクノロジーズ
㈱日立パワーソリューションズ
㈱プラムファイブ
㈱プレテック
ボストンセミコン㈱
丸文㈱
三菱電機エンジニアリング㈱
武蔵エンジニアリング㈱
㈱メープル
ユニテクノ㈱
レニショー㈱
ロフィン・バーゼルジャパン㈱

先端エレクトロニクスパビリオン
新デバイスに必須の最先端技術が集まります。アプリケーションオリエンテッドなソ
リューションがここにあります。
展示内容   パワー半導体 / プラスティックエレクトロニクス / プリンテッドエレクトロニクス / 

ナノインプリント / LED / MEMS・NEMS / イノベーティブベンチャー

ANGSTRON MATERIALS, INC.

Dandong New Dongfang Crystal 

Instrument Co., Ltd., China

INPRIA CORP.

INTERMOLECULAR

JSR Corp.

Nantero Inc.

NexPlanar Corp.

unirom electronics

YOLE DEVELOPPEMENT

アラム㈱ 

㈱イオンテクノセンター
井嶋金銀工業㈱
㈱エーティーエヌジャパン
㈱エムシーケー 

（特非）ＬＥＤ照明推進協議会 (JLEDS)

（公社）応用物理学会

大阪大学産業科学研究所 セルロース 

ナノファイバー材料研究分野
㈱オプトロニクス社
（公財）北九州産業学術推進機構（FAIS）
㈱協同インターナショナル
㈱共立
Cloud Testing Service㈱
㈱クレステック
㈲ケイ・エム技研
㈱コシブ精密
㈱三友製作所
新日本無線㈱
センシリオン㈱
綜研化学㈱
大成技研㈱
大日本スクリーン製造㈱
Zurich Instruments Ltd.

東京応化工業㈱
東京工業大学メカノマイクロプロセス室
東北大学流体科学研究所   

ナノ・マイクロクラスター
富山大学
（公社）応用物理学会 ナノインプリント
技術研究会

奈良先端科学技術大学院大学  

ナノテクノロジープラットフォーム
ニッタ㈱
日本カーバイド工業㈱
㈱パルメソ
物質・材料研究機構

ミカサ商事㈱
立命館大学 先端マイクロ・ナノシステム
技術研究センター

㈱レクザム

先端製造技術パビリオン
大口径化や積層化は全工程で技術革新が進行中です。後工程でのソリューションを提
案するエリアです。
展示内容   3D IC / ミッドエンドプロセス / 搬送・組立 / 製造革新システム＆ソリュー 

ション

OptimalTest

（一社）エレクトロニクス実装学会 

㈱ケー・ブラッシュ商会
埼玉大学大学院
東北大学GINTI

日邦プレシジョン㈱
㈱日本工業新聞社
㈱ブイテックス
福岡県産業・科学技術振興財団
丸紅情報システムズ㈱

ルドルフ・テクノロジーズ・ジャパン㈱
㈱ロゼッタ
SEMI FlowMaster Forum

SEMIスタンダード 3D-ICスタディグループ

化学物質管理対策パビリオン
化学物質管理対策に関するコンサルティング、サービス、ITシステムを提供する企業の
展示です。
展示内容    管理システム /分析サービス / 安全データ作成支援 / 登録・申請コンサル 

ティング

アーティクルマネジメント推進協議会
（一財）化学物質評価研究機構
（一社）産業環境管理協会
島津グループ

製品評価技術基盤機構化学物質 

管理センター
㈱テックコミュニケーションズ
テュフ ラインランド ジャパン㈱

日本電気㈱
ハニカム・テクノリサーチ㈱

中古装置パビリオン
近年需要が高まる中古の半導体製造装置・部品、保守点検・メンテナンスサービス、輸出
入販売、仲介等の企業の展示です。
展示内容  装置 / パーツ / サービス / 人材 / その他関連ビジネス

E-Tech Solution

SEMICAT INC.

Semiconductor Equipment 

Manufacturing, Inc. (SEM)

SurplusGLOBAL Inc.

㈱アークステーション
㈱インターテック
㈱サーク

㈱シェアード・ソリューション・サービス
東銀リース㈱
㈱ハイテック・システムズ

サプライチェーンパビリオン
最先端デバイス、LSI設計、製造サービスに関連する、今もっとも国際的に活躍する企業
の展示です。
展示内容  設計・製造サービス / パーツサプライヤー / ビジネスデベロプメント

Founder Microelectronics International Co., Ltd.

Kulim Technology Park Corporation MALAYSIA

㈱相信
TeraPower Technology Inc.

㈱テラプローブ
㈱テラミクロス

幕張メッセ周辺のホテルに宿泊をご希望の方は、 
オフィシャルエージェントを通じて、お得な特別割引
料金をご利用いただけます。

お問合せ・お申込み
㈱JTBグローバル マーケティング＆トラベル
SEMICON Japan 2013 JTBデスク
Tel: 03-5796-5446 

Email: semicon2013@gmt.jtb.jp

宿泊について

幕張メッセ
〒261-0023  千葉市美浜区中瀬2-1  Tel： 043.296.0001（代表） 

オフィシャルWebサイト www.m-messe.co.jp

電車でご来場の場合
  JR京葉線： 東京駅 ⇄ 海浜幕張駅 快速29分 / 普通40分  

下車後徒歩5分
  JR総武線： 秋葉原駅 ⇄ 幕張本郷駅 40分 下車後京成バスに
乗換え（バス案内参照）

バスのご案内
  有料京成バス：   

JR幕張本郷駅 ⇄ JR海浜幕張駅行（約5～10分間隔）
  有料高速バス：   

横浜シティ・エア・ターミナル ⇄ 幕張メッセ（約20～60分間隔） 
成田空港 ⇄ 幕張メッセ周辺ホテル（約40～60分間隔） 
羽田空港 ⇄ 幕張メッセ（約10～40分間隔）

  有料バス（午後運行 約20～30分間隔）：   

幕張メッセ → JR東京駅、幕張メッセ → JR津田沼駅

交通のご案内

精密加工技術パビリオン
半導体製造装置メーカーおよび半導体デバイスメーカー向けに精密加工技術を提供す
る企業の展示です。
展示内容  微細加工 / 精密加工 / 試作加工

㈱エッチエムイー
㈱カワイエンジニアリング

㈱ジコー
㈱新興製作所

東京電子工業㈱
㈱睦美化成

■ ベンチャー企業パビリオン
㈱アイキューブテクノロジ
㈱第五電子工業

妙中鉱業㈱
中小企業基盤整備機構

㈱ TRINC

国・地域・自治体系パビリオン
地方で活躍する優秀な企業とそれを支援する自治体や、各国・地域の関係機関が出展し
ます｡

■ 九州パビリオン
エスティケイテクノロジー㈱
大分県LSIクラスター形成推進会議

九州半導体・エレクトロニクス  

イノベーション協議会
熊本県

熊本県企業誘致連絡協議会
㈱スズキ
福岡県

■ ドイツパビリオン
Advanced Temperature Test Systems (ATT) GmbH

F&K Delvotec Bondtechnik GmbH

Fabreeka GmbH Deutschland

Finetech GmbH & Co. KG

Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit 

und Mikrointegration Center ASSID

HTT High Tech Trade GmbH

Integrated Dynamics Engineering GmbH

MSG Lithoglas GmbH - Headquarter

Silicon Saxony e. V. 

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)

■ 大田区パビリオン
（公財）大田区産業振興協会
㈱オーレックス

奥原電気㈱
㈱リプス・ワークス

㈱アイオー精密
青森中核工業団地企業立地推進協議会
秋田化学工業㈱
秋田県
東電化工業㈱
㈱アロン社
岩手県工業技術センター

いわて半導体関連産業集積促進協議会
㈱インテリジェント・コスモス研究機構
キョーユー㈱
㈱共立精工

㈱小林精機
㈱斉藤光学製作所
斎藤マシン工業㈱
㈱SHUTECH

㈱多加良製作所
玉川エンジニアリング㈱
TMech（八戸メカ技術高度化ネットワーク）
㈱東栄科学産業
東京端一㈱
東成イービー東北㈱
東和工業㈱

（特非）教育・雇用研究機構
㈲広川製作所
福島県半導体関連産業協議会
㈱福田結晶技術研究所
㈱富士通ファシリティーズ・エンジニアリング
㈱三ツ矢
みやぎ高度電子機械産業振興協議会
MEMSパークコンソーシアム
山形県

■ 東北パビリオン －東北のものづくり企業の集結と産業基盤が紡ぎだす東北パビリオン－


