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セミコンジャパン2022出展特集
東京ビッグサイト　2022年12月14日（水）～16日（金）

セミコンジャパン2022に出展する SEAJ 会員会社（掲載希望社のみ）による出展紹介です。
東ホールでの展示となります。
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/exhibits）

ホール順に社名（ブース番号）、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。

株式会社ディスコ（1044）
■ 広報室
■ 〒143-8580　東京都大田区大森北2-13-11
TEL�03-4590-1090　FAX�03-4590-1076　www.disco.co.jp

■ 出展製品
ダイシングソー、グラインダ、ポリッシャ、精密加工ツール等

■ 出展の見どころ
（株）ディスコは、本年も大型ブースを構え、実機の稼働展示と、多数の精密加工ツー
ル、加工サンプルの展示をおこないます。加工相談カウンターをご用意しておりま
すので、Kiru・Kezuru・Migaku プロセスでお困りのことがございましたら、是非
弊社ブースに足をお運びください。

東 HALL １

フルオートマチック
ダイシングソー

DFD6363

展示会構成
•	Advanced Packaging and Chiplet
Summit（APCS）（東1・2・3ホール）
•	総合ゾーン（東1・2・3ホール）
•	前工程（東4・5ホール）

（1131）
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THK 株式会社（1349）
■�マーケティング PR部
■�〒108-8506　東京都港区芝浦2-12-10
TEL�03-5730-3845　FAX�03-5730-3916　www.thk.com

■�出展製品
〇高機能非磁性&超高耐食製品「THK-NM1」
〇部品の状態を数値で見える化、予兆検知を実現するIoT サービス「OMNIedge」
〇ピック＆プレース用に最適化され、生産向上をサポートする工程最適型ロボット「PPR」
〇クリーンルームに最適な低発塵構造を実現したアクチュエータ「クリーンシリーズ」

■�出展の見どころ
非磁性素材をはじめ半導体製造装置に適した多様な直動案内部品を中心に、クリー
ン環境用アクチュエータ、高精度力センサ内蔵のピック＆プレースロボット「PPR」、
予兆検知を実現する IoT サービス「OMNIedge」などの実機デモを実施。蓄積した
ノウハウにより、お客様のニーズに合わせたソリューションをご提案いたします。

PPR

東 HALL １

東 HALL １

株式会社アドバンテスト（1549）
■�経営企画本部　広報部
■�〒100-0005　東京都千代田区丸の内1丁目6番2号　新丸の内センタービルディング
TEL�03-3214-7500　FAX�03-3214-7711　https://www.advantest.com/ja/

■�出展製品
各種テスト・システム、テスト・セル・オートメーション、
Advantest�Cloud�Solutions™、フィールド・サービス

■�出展の見どころ
当社は、「Beyond�the�Technology�Horizon」をテーマに、�AI、ハイ・パフォーマンス・
コンピューティング（HPC）、5G通信、高速メモリといった、革新的なアプリケーショ
ンの開発の加速をサポートする最新のテスト・ソリューションをご紹介します。

V93000 EXA Scale™

株式会社日本マイクロニクス（1619）
■�プローブカード事業本部
■�〒180-8508　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
日本マイクロニクスは、様々なテスト環境に合わせた半導体検査機器を提供しています。
当社独自のMEMS技術を用いたプローブカード、接触安定性に優れ高周波測定に適し
たテストソケット、研究開発や不良解析用マニュアルプローバ、ニーズに応じ機能を絞り
込んだカスタムテスタ等をご紹介します。是非当社ブースへお越しください。

メモリーデバイス向け
U-Probe

東 HALL １
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東 HALL ２

株式会社シバソク（2454）
■�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
半導体試験装置：WL-EXceed　　テストプログラム自動生成ツール

■�出展の見どころ
構想10年、研究開発4年を経てNEWテストプラットフォーム「WL-EXceed」をリリー
スしました。
従来から得意としてきたアナログ系デバイス測定から、ミックスドシグナル系やパ
ワーデバイス系の同時測定まで幅広いジャンルの測定をカバーすることが可能です。
特徴として操作性、デバックのしやすさを向上させました。WLシリーズの集大成と
して短期間での製品開発、立上げとコスト削減に貢献します。

WL-EXceed

キヤノン株式会社 / キヤノンアネルバ株式会社 / キヤノンマシナリー株式会社（2954）
■�半導体機器事業企画部（キヤノン株式会社）
■�〒321-3292　栃木県宇都宮市清原工業団地20-2
TEL�03-3758-2111　FAX�028-670-5263　https://global.canon/ja/

■�出展製品
「半導体露光装置」「成膜・ウェーハ接合装置」「基板加工関連装置」
「ダイボンダー」「検査装置」「コンポーネント」�他
■�出展の見どころ
半導体製造プロセス全体をカバーする、キヤノンの幅広い半導体製造ソリュー
ションをご紹介します。半世紀にわたって培ってきた前工程向けの技術を活
かして、先端パッケージの領域でも革新的な製造ソリューションを提供して
いきます。ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

ナノインプリント
半導体製造装置
FPA-1200N2C

芝浦メカトロニクス株式会社 / 芝浦エレテック株式会社（2609/2148）
■�芝浦メカトロニクス㈱　経営管理本部　企画・広報グループ
■�〒247-8610　神奈川県横浜市栄区笠間2-5-1
TEL�045-897-2425　FAX�045-897-2470　https://www.shibaura.co.jp/

■�出展製品
半導体前工程装置（フォトマスク作成、洗浄、エッチング）、半導体後工程装置（ボ
ンディング）、サービス（モニタリングサービスツールなど）

■�出展の見どころ
芝浦メカトロニクスグループではフォトマスク製作工程・ウェーハ製作工程・デバ
イス工程・ボンディング工程向けの各種製造装置を最先端からレガシー装置まで取
り扱っています。次世代のHybrid�&�Fusion プロセス対応超高精度ボンディング装
置『TFC-6700』、次世代のフォトマスク製造用先端レチクルエッチングシステム
『ARES』などをご紹介します。是非とも弊社ブースへお越しください。

東 HALL ２

東 HALL ２

TFC-6700

ARES

先端パッケージング向け
i 線ステッパー
FPA-5520iV
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日本電子株式会社（4208）
■ デマンド推進本部�企画部�イベントグループ
■ 〒196-8558　東京都昭島市武蔵野3-1-2
TEL�042-542-2161　FAX�042-542-2381　http://www.jeol.co.jp

■ 出展製品
・透過 /走査電子顕微鏡および各種の電子光学機器
・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などのハイエンド装置を作製しているメーカーで
す。
故障解析、プロセス開発、リソグラフィー用途として用いられるそれらの製品紹介
およびアプリケーションの紹介を行います。奮って弊社ブースへお越しください。

ハイスループット
解析電子顕微鏡
JEM-ACE200F

東 HALL ４

東 HALL ３

株式会社東京精密（3049）
■ 広報室
■ 〒192-8515　東京都八王子市石川町2968-2
TEL�042-642-1701　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、
精密測定機器他

■ 出展の見どころ
東京精密は、半導体製造装置、精密測定機器の両事業で積極的な技術開発を推し進め、
皆様の製造工程での生産性向上に寄与できるご提案をいたします。
今年は例年の展示に加えて、Advanced�Packaging�and�Chiplet�Summitにてパッケージ
ング分野での当社のソリューションをご紹介するとともに、半導体関連分野向けの精密測
定機器のご紹介をいたします。当社ブースへのお越しをお待ちしております。

Wafer Probing Machine
AP3000

東 HALL ４

東京エレクトロン株式会社（4249/2755）
■ Corporate�Innovation 本部
■ 〒107-6325　東京都港区赤坂5-3-1　赤坂 Biz タワー
TEL�03-5561-7163　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、最先端装置に加え、前工程～後工程まで、豊富な装置ラインアッ
プを生かした技術ソリューションを、パーツ・中古装置・改造など、確かな技術サー
ビスとともに提供しています。�今年は、前工程ゾーンに加え、Advanced�Packaging�
and�Chiplet�Summit 総合ゾーンにも後工程に関するブースを出展します。ぜひ当社
ブースにお越しください！
東京エレクトロンは、2023年11月11日に創立60周年を迎えます。

179 .ind    13 2022/11/29   11:1 :15



SEAJ�Journal�2022.�12�No.�17914

東 HALL ４

サムコ株式会社（4309）
■ 広報・IR室
■ 〒612-8443　京都市伏見区竹田藁屋町36
TEL�075-621-7841　https://www.samco.co.jp/

■ 出展製品
新型プラズマALD装置「AD-800LP」
電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラスターH™」
大面積銅に効果絶大の「Aqua�Plasma�Boost™」

■ 出展の見どころ
5G/IoT を支える化合物半導体、誘電体、金属を用いたデバイス向けに、最先端の
CVD、エッチング、表面改質といったプラズマプロセスソリューションをご紹介し
ます。ALDやAqua�Plasma® など新たな分野を切り開く新技術が見られるのは、サ
ムコ株式会社のブースだけです。ご来場をお待ちしております。

新型プラズマ ALD 装置
「AD-800LP」

東 HALL ４

レーザーテック株式会社（4339）
■ 第１・第２ソリューションセールス部、共焦点システムソリューション部
■ 〒222-8552　横浜市港北区新横浜2-10-1（本社）
TEL�045-478-7337（第1・第2�SS 部）、045-478-7330（共焦点 SS部）
https://www.lasertec.co.jp/

■ 出展製品
マスク・マスクブランクス欠陥検査装置、ウェハ関連検査装置、ハイブリッドレーザー顕微鏡

■ 出展の見どころ
EUVリソグラフィ全般の幅広い製品ラインナップを展示し、ウェハ関連検査装置で
は新たなソリューションをご紹介いたします。ブース内でハイブリッドレーザー顕
微鏡の実機デモを行い、R&D（標準機）から量産試作（特殊ステージ仕様）、量産ラ
イン（プロセス機）まで、測定ニーズに合わせた顕微鏡のカスタムをご提案いたし
ます。

東 HALL ４

三井住友ファイナンス＆リース株式会社（4329）
■ 電子デバイス設備部
■ 〒100-8287　東京都千代田区丸の内一丁目3番2号
TEL�03-5219-6381　FAX�03-5219-6561　https://www.smfl-semi.jp

■ 出展製品
「中古装置売買」「リファービッシュ等各種技術サービス」
「各種装置のリース・ファイナンス」
■ 出展の見どころ
設備投資３つのソリューション「Trinity�Service」をご紹介いたします。
①グローバルに拡大する中古市場で「安心」の売買取引
②中古設備導入に不可欠な「信頼」の技術サービス
③設備投資の柔軟性を高める「先進」のリース・ファイナンス

Trinity_service

ACTIS A150
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東 HALL ４

東 HALL ４

ウイツエンマンジャパン株式会社（4538）
■�営業部（一般産業）
■�〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-1　アーバス新横浜ビル4階
TEL�045-473-5801　FAX�045-473-5802　www.witzenmann.co.jp

■�出展製品
高性能金属ベローズ（成型・溶接）、フレキシブル金属ホース、他

■�出展の見どころ
ウイツエンマングループは、1854年ドイツで設立。17ヵ国・22の拠点を持ち、世界で
最も幅広く金属ベローズ・フレキシブル金属ホース・伸縮継手を扱っています。標
準製品以外にも単品製作から大量生産に至るまでカスタマイズ型ソリューションを
提案、開発、製造しています。是非、弊社ブースにて各種製品をご覧ください。

HYDRA 金属ベローズ

株式会社フジキン（4624）
■�営業管理部
■�〒104-0032　東京都中央区八丁堀1-4-2（加藤産商ビル2F）
TEL�03-6311-5811　FAX�03-6758-4523　https://www.fujikin.co.jp/

■�出展製品
①�小型10mm、センシングバルブ
②�圧力制御式、高精度ガス流量コントローラ
③�大流量対応、高温高耐久バルブ
④�高温対応、センシングバルブ
⑤�ピエゾ内蔵バルブ
⑥�液体材料気化器

■出展の見どころ
19年連続「超モノづくり部品大賞」受賞製品を中心に、半導体産業の、最先端技術
へのご縁の下の力持ちは「フジキン」。
感染症対策を万全に、皆様との交流の場をご提供させて頂きます。

東 HALL ４

年 年 年 年 年 年年 年 第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回第8回年 第9回

年 年 年 年 年 年年 年 第11回第12回第13回第14回第15回第16回第17回年第18回 第10回

小型10mm、センシングバルブ

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（4608）
■�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　https://www.horiba.com/jpn/semiconductor/

■�出展製品
＜新製品＞差圧式マスフローモジュール�D700／オートプレッシャーレギュレータ�
GR-500／光ファイバ式リン酸濃度モニタ CS-620F／半導体製造プロセス用溶存酸素
濃度モニタHD-960LR／キャパシタンスマノメータVG-200S／レティクル・マスク異
物検査装置�PD�Xpadion／放射温度計�IT-270／四重極形質量分析計QL-SG02／工業
用無補充式セルクリーニング pH電極6122シリーズ
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

■�出展の見どころ
HORIBAは、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ご紹介します。
詳しくは、HORIBAのブースや出展社セミナー、Web サイトにお越しください。

D700 Series
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東 HALL ４

株式会社荏原製作所（4648/3853）
■ マーケティング統括部
■ 〒251-8502�神奈川県藤沢市本藤沢４丁目２－１
TEL�0466-83-9171　https://www.ebara.co.jp/

■ 出展製品
・半導体製造装置：CMP 装置、ベベル研磨装置、めっき装置
・コンポーネント機器：ドライ真空ポンプ、排ガス処理装置、オゾン水製造装置、チラー
など

■ 出展の見どころ
荏原史上最高の生産性を実現した CMP装置 F-REX300XA型、幅広いプロセスカバ
レッジで複数プロセスを一台でカバー可能なドライ真空ポンプ EV-X 型など、生産
性向上やコスト削減に貢献する様々な半導体製造関連機器を展示致します。ぜひお
立ち寄り下さい。

CMP 装置 F-REX300XA 型

東 HALL ４

株式会社明電舎（4941）
■ 電子機器営業・技術本部�営業部
■ 〒141-6029　東京都品川区大崎二丁目1番1号　ThinkPark�Tower
TEL�03-6420-7610　FAX�03-5745-3058　http://www.meidensha.co.jp

■ 出展製品
・産業用コントローラ　　　　　・半導体関連ソフトウェア製品
・真空固定コンデンサ（固定VC）、真空可変コンデンサ（可変VC）、真空自動コン
デンサ（オートVC）
・パルス幅可変電源　　　　　　・半導体製造装置メンテナンス

■ 出展の見どころ
産業用コントローラ µPIBOC シリーズ『µPIBOC�C3』にリアルタイムOS�INtime®
を搭載し、高速高性能のパラメカモーションデモを行います。24時間連続稼働が求
められる信頼性の高い小型コントローラとして、µPIBOC シリーズは、半導体製造
装置や検査装置をはじめ、様々な分野に幅広く対応します。

μPIBOC シリーズ
『μPIBOC C3』

東 HALL ５

株式会社ニューフレアテクノロジー（5135）
■ 営業部
■ 〒235-8522　神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-1
TEL�045-370-8933　FAX�045-370-9936　http://www.nuflare.co.jp/

■ 出展製品
マルチ電子ビームマスク描画装置　MBM™-2000PLUS、MBM™-2000
電子ビームマスク描画装置　EBM-9500PLUS、EBM-9000、EBM-8000P/H、EBM-8000P/M
マスク検査装置　NPI-8000、NPI-8000M
枚葉式 SiC エピタキシャル成長装置　EPIREVO™�S8　
枚葉式 GaN�on�Si�MOCVD装置　EPIREVO™�G8

■ 出展の見どころ
最先端からミドルレイアまでの電子ビーム描画装置をラインナップ、高生産性と高機能を
兼ね備えた最先端マスク検査装置、SiCパワーデバイスの低コスト生産性を実現する枚葉
式 SiC エピタキシャル成長装置、GaN パワーデバイス（HEMT）の生産に適切な
150/200mm枚葉式GaN-on-Si�MOCVD装置について世界に誇る製品をご紹介いたします。

マルチ電子ビームマスク描画装置
MBM™-2000PLUS
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株式会社日立ハイテク（5249）
株式会社日立ハイテクソリューションズ
株式会社日立ハイテクフィールディング
■�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1丁目17番1号　虎ノ門ヒルズビジネスタワー
TEL�03-3504-7111　https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/

■�出展製品
「エッチング装置」「ウェーハ表面検査装置」「高分解能FEB測長装置」他
■�出展の見どころ
日立ハイテクは、世界トップシェアの測長 SEM、高精度な微細加工を実現したプラズマエッチ
ング装置および欠陥検査装置などを提供しています。
「加工する・見る・測る・分析する」技術を通じてお客さまの課題解決に取り組み、開発期間
短縮・コスト低減・生産性向上などの価値創造をめざして、プロダクトにデジタルを加えた世
界トップレベルのソリューションをお届けします。

高分解能 FEB 測長装置
CG7300

東 HALL ５
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株式会社キッツエスシーティー（5409）
■�営業統括部マーケティンググループ
■�〒143-0016　東京都大田区大森北一丁目5番1号
TEL�03-6404-2171　FAX�03-6304-2172　https://www.kitzsct.com/

■�出展製品
①高純度ガス供給系バルブ　　　　　　②真空・排気系バルブ各種
③WETプロセス系バルブ、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、シート交換が可能な高温（250℃）対応ダイヤフラムバル
ブ（新製品）、ALDプロセス用高速・高耐久バルブ、を出品いたします。またその他
に真空排気系バルブ、WETプロセス用 PFA製バルブ、溶着継手、フットプリント
を大幅に縮小する米国 Ichor 社製の集積液体供給システム（IMS）を出品します。

半導体製造プロセス用
バルブ各種

株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ（5748）
■�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�075-417-2527　FAX�075-417-2546
https://www.screen.co.jp/spe/

■�出展製品
「枚葉式洗浄装置」「スピンスクラバ」「ウェーハ裏面洗浄装置」「バッチ式洗浄装置」
「コータ・デベロッパ」「フラッシュランプアニール装置」「検査・計測装置」他
■�出展の見どころ
世界No.1のシェアを獲得し続けている半導体洗浄装置をはじめ、レジスト塗布・現像、
熱処理および検査・計測装置など、進化し続ける半導体デバイスに対応する半導体
製造装置を紹介。

枚葉式洗浄装置
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