SEMICON Japan 2020 Virtual
出展特集
バーチャル展示会 ライブ配信：2020年12月14日（月）～17日（木）
オンデマンド配信：2020年12月11日（金）～2021年1月15日（金）
SEMI 主催の SEMICON Japan 2020は、今年、バーチャル形式の展示会、SEMICON Japan 2020
Virtual として開催されます。
詳しくはセミコンジャパンのサイトをご覧ください。
（https://www.semiconjapan.org/jp）
以下はバーチャル出展される SEAJ 会員会社（掲載希望社のみ）による出展紹介です。
今回は50音順に社名、出展担当部署、連絡先、出展製品、出展の見どころを記載しています。

＊以下のイベントも開催される予定です（ご参加は登録制）
。
ライブ、オンデマンドのウェビナー形式の各種カンファレンス
ライブ配信：2020年12月11日（金）～18日（金）
オンデマンド配信：2020年12月11日（金）～2021年1月15日（金）

未来カレッジ：学生向け業界、企業説明会
ライブ配信：2020年12月13日（日）（先行して11月28日（土）にも開催）

株式会社荏原製作所／株式会社荏原フィールドテック
■ 精密・電子事業カンパニー 営業統括部
■ 〒251-8502 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1
TEL 0466-83-9171 https://www.ebara.co.jp/
■ 出展製品
ドライ真空ポンプ（EV-M 型、EV-L 型、EV-S 型、ESA 型、EV-PA 型、EV-SA 型、
EV-A10型）
、排ガス処理装置、CMP 装置、実装めっき装置、ベベル研磨装置、オゾ
ン水製造装置
■ 出展の見どころ
高温制御・大流量排気可能な EV-M 型などの水冷型、小型・軽量の空冷型ドライ真空
ポンプや更なる高効率化を達成した排ガス処理装置、半導体の超微細化を実現する
CMP 装置、Fan-out などの最先端パッケージング技術に不可欠なめっき装置、歩留り
低下の原因となるウエハ端面の欠陥を除去するベベル研磨装置などの展示を行います。
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株式会社キッツエスシーティー
■ マーケティング部
■ 〒143-0016

東京都大田区大森北一丁目5番1号

TEL 03-6404-2171

FAX 03-6404-2172

https://kitz-sct.jp/

■ 出展製品
①高純度ガス供給系バルプ、継手各種 ②真空・排気系バルブ各種 ③ WET プロセス
系パルプ、継手各種 ④米国 Ichor 社製集積薬液供給システム（IMS）
■ 出展の見どころ
高純度ガス系バルブでは、ALD プロセス用高温、高速、高耐久バルプ、真空・排気系バ
ルブでは APC バタフライバルブ、SEMI 規格角型ゲートバルブ、WET プロセス系では
PFA 製溶着継手と溶着機を出品いたします。またフットプリントを大幅に縮小する米国

半導体製造プロセス用
バルブ各種

Ichor 社製の集積液体供給システム（IMS）を出品します。

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
■ 営業本部
■ 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番
TEL 03-5297-8530 FAX 03-3256-3072 https://www.kokusai-electric.com
■ 出展製品
・高生産性300mm バッチサーマル縦型装置「AdvancedAce® シリーズ」
・高品質成膜・高性能半導体製造装置「TSURUGI-C²® 剱 ®」
・ 200mm バッチサーマル装置 (VERTEX®- Ⅲ )
・枚葉プラズマ窒化・酸化装置「MARORA®」
・枚葉キュア・アニール装置「TANDUO®」
・各種サービスソリューション https://www.kokusai-electric.com/kss/
■ 出展の見どころ
「株式会社 KOKUSAI ELECTRIC」では先端技術に対応した300mm 向け装置を中心
とした製品ラインナップや IoT 向け200mm 装置と様々なサービスソリューションを
ご紹介します。また、技術や面白いアイデアを一緒に製品・サービスに展開してい
ただける新規パートナー様を募集しております。
是非、お気軽に当社へアクセスをお願い申し上げます。

高品質成膜・高性能
半導体製造装置
「TSURUGI-C²® 剱 ®」

坂口電熱株式会社
■ 営業本部
■ 〒130-0022 東京都墨田区江東橋5-13-7
TEL 03-5638-8864 FAX 03-5624-5043 http://www.sakaguchi.com
■ 出展製品
面状ヒーター、カートリッジヒーター、小型セラミックヒーター、小型窒化アルミヒー
ター、配管加熱用ヒーター、ホットプレート、セラミックファイバー電気炉、温度
センサー、温度調節器、計測機器、レーザー平面瞬間加熱装置、T/C 付ウェハー、
耐熱電線、ヒーター付羽根なし遠心撹拌体（C-MIX）等
■ 出展の見どころ
坂口電熱は産業用ヒーター、各種温度センサー、高精度なコントロールユニットな
ど5000点以上のアイテムを取り揃えている。会期中は高温から中低温まで幅広くヒー
ターを展示するほか、温度センサーや温度調節器なども出品。加熱プロセスに応じ
た製品をご提供いたします。

各種産業用ヒーターで
多様なニーズに応える
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株式会社シバソク
■ 営業部
■ 〒359-0032 埼玉県所沢市若松町848
TEL 04-2994-1151 FAX 04-2992-8036 http://www.shibasoku.co.jp/
■ 出展製品
WL-EXceed、WL27Prime、Burn-in、低電流アバランシェ試験、
AC/DC 検査機、新事業紹介
■ 出展の見どころ
次世代を見据えた革新的な新テスタ「WL-EXceed」
（写真）をご紹介いたします。
WL-EXceed は、従来のシバソク概念にとらわれず全く新しいアーキテクチャを開発・
採用致しました。量産効率の大幅な改善や、初心者から熟練者まで使用できる操作性
をお客様にご提案いたします。ほか、低電流アバランシェ試験機など、弊社の特徴を
活かした製品のご提案を多数用意しております。ぜひ弊社ブースまでお越しください。

WL-EXceed

株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ
■ マーケティング部
■ 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1
TEL 075-417-2517 FAX 075-417-2546 https://www.screen.co.jp/spe/
■ 出展製品
「枚葉式洗浄装置 SU-3300」
「スピンプロセッサ SP-2100」「コータ・デベロッパ DT3000」「レーザーアニール装置 LT-3100」「コンパクトウェットステーション CW2000」「検査・計測装置 ZI-3500、VM-3500」他
■ 出展の見どころ
ウェーハ洗浄装置、コータ・デベロッパ、熱処理装置、外観検査装置をはじめ、IoT/AI/
自動運転時代の各種デバイス製造に向けた多彩なラインナップを展示。
更に、SCREEN の持つ技術・開発、コラボレーション、生産、サポートといった“POWER
of SOLUTION”に加え、今後の新たなソリューションについてご紹介いたします。

枚葉式洗浄装置 SU-3300

住友重機械イオンテクノロジー株式会社
■ 営業部
■ 〒141-6025

東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower

TEL 03-6737-2690

FAX 03-6866-5103

https://shi-ion.jp/

■ 出展製品
高電流イオン注入装置、中電流イオン注入装置
超高エネルギーイオン注入装置、All-in-One 型イオン注入装置
■ 出展の見どころ
住友重機械イオンテクノロジー（SMIT）は様々な用途に応じて、高電流・中電流・
高エネルギーの各種イオン注入装置をご用意しております。
弊社バーチャルブースへのアクセスをお待ちしております。
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東京エレクトロン株式会社
■ Corporate Innovation 本部
■ 〒107-6325 東京都港区赤坂5-3-1
TEL 03-5561-7163

赤坂 Biz タワー

FAX 03-5561-7066

http://www.tel.co.jp

■ 出展製品
半導体製造装置（成膜、塗布・洗浄、エッチング、テストシステムなど）
各種サービス（パーツ、中古装置、アップグレードなど）
■ 出展の見どころ
東京エレクトロンは、半導体製造装置を中核にして、最先端の技術とサービスで、これ
からも世界を舞台に挑戦していきます。お客様からの幅広いニーズにお答えするため、
最先端装置に加え、パーツ・中古装置・アップグレードなどのサービスも展開しており

NT333™

ます。ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

株式会社東京精密
■ 広報室
■ 〒192-8515

東京都八王子市石川町2968-2

TEL 042-642-1701

FAX 042-642-1798

https://www.accretech.jp

■ 出展製品
プロービングマシン、ダイシングマシン、精密切断ブレード、各種グラインダ、
CMP 装置、ウェーハマニュファクチャリングシステム、精密測定機器
■ 出展の見どころ
東京精密では、半導体製造において幅広い製品を取り揃えております。
今回は Virtual 展示となり、実際に製品をご覧いただく事は出来ませんがご不明等ござい
ましたら弊社 Virtual ブースにてチャットよりお気軽にご質問ください。皆様の生産性向

AD3000T-HC PLUS

上に寄与できるご提案をさせていただきます。

株式会社ニコン
■ 半導体装置事業部
■ 〒108-6290

事業企画部

東京都港区港南2-15-3

TEL 03-6433-3630

品川インターシティ C 棟

FAX 03-6433-3759

https://www.ave.nikon.co.jp/semi/

■ 出展製品
半導体露光装置

他

■ 出展の見どころ
ニコンおよびニコングループ（ニコンテック、ニコンシステム、ニコンエンジニア
リング、ニコンソリューションズ）より半導体関連機器を出展。半導体露光装置、計
測・検査装置、超高分解能三次元表面性状計測システムなどの最新の技術や関連製品、
メンテナンスサービスを紹介します。

ArF 液浸スキャナー
NSR-S635E
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株式会社日本マイクロニクス
■ プローブカード事業部
■ 〒180-8508

営業統括部

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-6-8

TEL 0422-21-0155

FAX 0422-21-0141

https://www.mjc.co.jp

■ 出展製品
プローブカード、テストソケット、ウェーハプローバ、カスタムテスタ
■ 出展の見どころ
ロジックデバイス向けプローブカード「MEMS-SP」、「Vertical-Probe」をはじめ、
メモリーデバイス向け「U-Probe」
、接触安定性に優れ高周波測定に適したテストソ
ケットのほか、様々なアプリケーションに対応したマニュアルプローバや、ニーズ
に応じたカスタムテスタなど、MJC のテストソリューションをご紹介します。

ロジックデバイス向け
垂直型プローブカード
「Vertical-Probe」

日本電子株式会社
■ デマンド推進本部
■ 〒196-8558

東京都昭島市武蔵野3-1-2

TEL 042-542-2161

FAX 042-542-2381

https://www.jeol.co.jp/

■ 出展製品
・透過 / 走査電子顕微鏡および各種電子光学機器
・電子ビーム描画装置
■ 出展の見どころ
弊社は電子顕微鏡や電子ビーム描画装置といったハイエンド装置メーカーです。
電子顕微鏡はプロセス開発 / 故障解析用途として、また電子ビーム描画装置はリソ

グラフィー用途として利用されており、それら製品および技術の紹介を行います。ハイスループット解析電子顕微鏡
JEM-ACE200F
奮って弊社バーチャルブースをご覧くださいますようお願いいたします。

株式会社日立ハイテク
日立ハイテクフィールディング、日立ハイテクファインシステムズ、
日立ハイテクソリューションズ
■ ナノテクノロジーソリューション事業統括本部
■ 〒105-6409 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー
TEL 03-3504-7111 FAX 03-3504-7123
https://www.hitachi-hightech.com/jp/products/device/
■ 出展製品
「エッチング装置」
「高分解能 FEB 測長装置」「ウェーハ表面検査装置」他
■ 出展の見どころ
主要半導体デバイスメーカは最先端製造プロセスへ EUV 露光技術を導入しました。
EUV 量産開始に対し、原子サイズレベルの高精度と、高生産性の計測ニーズに対応
する FEB 測長装置「CG7300」を新規開発しました。
高信頼性 FEB 測長装置
日立ハイテクは、多様な高精度計測機能と高いスループットによる生産性向上で、お
客様の利益へ貢献します。
CG7300
さらに、加工する・見る・測る・分析する・統合データソリューションをご提案します。
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株式会社フジキン
■ CS・マーケティング本部
■ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル６F
TEL 03-5209-8401 FAX 03-5209-8261 http://www.fujikin.co.jp
■ 出展製品
①17年連続受賞「超モノづくり部品大賞 機械・ロボット部品賞」受賞製品
②機差低減バルブ
超小型 IGS
③ LAVS
（超小型集積化ガス供給システム）
④イーサーキャット FCS
⑤ KABO 工具
⑥ LS 関連
■ 出展の見どころ
「超モノづくり部品大賞」17年連続受賞製品を中心に、半導体最先端技術へのご縁の
下の力持ちは「フジキン」
。

株式会社堀場エステック / 株式会社堀場アドバンスドテクノ / 株式会社堀場製作所
■ グローバル本部 マーケティングコミュニケーション部
■ 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2
TEL 075-313-8121 FAX 075-321-8312 http://www.horiba.com
■ 出展製品
＜新製品＞超薄型差圧式マスフローモジュール DZ-100／差圧式マスフローモジュー
ル D700（Coming Soon）／高温対応キャパシタンスマノメータ VG-500／サーマル
フロースプリッタ FS-3000／非接触薬液濃度モニタ CS-900／光ファイバ式熱リン酸
濃度モニタ CS-620F／ EUV レティクル検査装置 PR-PD3 Pro／ラマンイメージング
装置 LabRAM Soleil／その他、真空計測・制御、ガスモニタ、温度計測など各種機器／異物計測、粒子計測、材
料分析、膜厚評価などの各種分析機器／スマートモビリティ開発におけるエンジニアリングサービス
■ 出展の見どころ
半導体製造・研究開発プロセスに欠かせないチャンバの状態監視、ガス制御、クリーニングガスのエンドポイント
監視や薬液・ガスの濃度監視、材料分析・特性評価・膜厚管理、マスク検査、さらには汚染ガス監視、排液処理管
理 に 貢 献 で き る、 独 自 の 制 御・ 計 測・ 分 析 ソ リ ュ ー シ ョ ン を ブ ー ス・ 出 展 社 ウ ェ ビ ナ ー ＜ SEMI Business
Solution ＞にてご紹介します。また、
ブース内アンケートにご回答いただいた方から抽選で賞品が当たるキャンペー
ンも行っております。詳しくは弊社ブース・ウェビナーをぜひチェックしてください。

理研計器株式会社
■ 営業技術部 営業技術部 営業企画課
■ 〒174-8744 東京都板橋区小豆沢2-7-6
TEL 03-3966-1117 FAX 03-3966-1174 https://www.rikenkeiki.co.jp/
■ 出展製品
「半導体市場向け新型マルチガス検知部 Model :GD-84D シリーズ」
「ガス漏洩検知システム」
「ポータブルガスモニター Model：GW-3、Model : 04シリーズ」
■ 出展の見どころ
半導体市場向け新型マルチガス検知部『GD-84D シリーズ』は、コストの削減と機能
アップにこだわり、従来センサから大幅に小型化した次世代高機能センサ（F センサ）
を搭載し、省スペースも実現いたしました。ブラウザベースの新たなガス漏洩検知
マルチガス検知部
システム、および、小型化を実現したポータブルガスモニターも合わせて提案いた
Model：GD-84D シリーズ
します。
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