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 CMPスラリー
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くあった。15年度は各社が抱える主要

バリア用スラリーが 211 億円、W 用ス

酸 化 膜 系 ス ラ リ ー は、DRAM や

顧客の状況によって見方は様々で、濃
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■ 用途別市場動向

く濃縮対応の進展がスラリー各社の収
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熊本工場

ハイテク業界支えるマスク生産拠点
半導体・FPD 双方手がける
熊本空港から車で約 20 分。大津町

を生産拠点として支えているのが熊
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ミコンダクタなど、大手企業の主力工
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場が立ち並ぶ九州随一のハイテク産業
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いる。
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必要枚数が 2 倍以上になる」
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に生産する。

ォトマスクの堀内秀樹グローバル営業
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▼
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足元の半導体・FPD 市況好調を受け、

トマスク事業を手がけることで、課題

同社のフォトマスク事業も好調に推移
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以降の先端マスク製品
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の増加が牽引し、若干

ン）などの高精細中小型パネル向けが
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た。円安による為替効

在感を高めている。
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こうした同社のフォトマスク事業

45nm 以降の先端マ

熊本工場が居を構える中核工業団地は
九州随一のハイテク産業集積地
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半導体工場分布図・北海道・北東北

■ 北海道 ■

【函館市】
△ ㈱ジェイデバイス 函館地区
【三笠市】
△ 北海道オリジン㈱
【千歳市】
△ ㈱デンソー北海道
▲ ミツミ電機㈱ 千歳事業所
【恵庭市】
▲ 京セミ㈱ 恵庭事業所

北海道

■ 青森県 ■

【五所川原市】
▲ 富士電機津軽セミコンダクタ㈱
【北津軽郡鶴田町】
△ ハイコンポーネンツ青森㈱

青森県

秋
田
県

岩
手
県

■ 岩手県 ■

【北上市】
▲ 岩手東芝エレクトロニクス㈱
△ ㈱ジェイデバイス 北上地区
△ ㈱ミスズ工業 岩手工場
【奥州市】
△ ㈱ミズサワセミコンダクタ
【胆沢郡金ケ崎町】
▲ ㈱デンソー岩手

■ 秋田県 ■

【秋田市】
△ マイクロン秋田㈱
【由利本荘市】
▲ ㈱秋田新電元 飛鳥工場
△ ㈱秋田新電元 大浦工場
【大仙市】
△ セイコーインスツル㈱ 秋田事業所

◎
▲
△
◇

一貫工場
前工程工場
後工程工場
研究所・研究開発工場
デザインセンター
☆ 計画中
※ その他
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