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第3章

半導体メーカー／ OSAT ／ファンドリーのパッケージ・テスト戦略
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リードフレーム

ノンリードパッケージ向けに需要拡大
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三井ハイテック
LF はエッチング型の需要が拡大
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モーターコアを中心に生産する。電子

17 年 1 月期の累計（16 年 2 ～ 17 年 1

部品にも40億円前後を計画。エッチン

月）決算概要を明らかにした。主力の

グ工法に対応した QFN 製品の増産は

半導体パッケージ・テスト用材料の最新動向
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