半導体パッケージ ハンドブック

独自パッケージ技術で存在感

新光電気工業㈱
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モールド装置

FOWLP市場に期待

FOWLP の実用化に力を入れていた独

ている。こうした状況下、FOWLP封止

インフィニオンテクノロジーズと共同
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半導体用モールド装置は樹脂封止を

開発を開始。
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アピックヤマダ
アピックヤマダ㈱（長野県千曲市）
は半導体用封止装置の有力メーカー。
なかでも、FOWLP の市場拡大に期待
を 寄 せ て い る。 同 社 は FOWLP 用 封
止装置の開発を 2001 年からスタート。
05 年には材料メーカーに加え、当時

FOWLP 封止装置の主力機種「WCM-300L」
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