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ＳＳＩＳ 会員各位                                            （更新：４月 8 日） 

2014 年３月 

                                           一般社団法人 半導体産業人協会 

理事長 橋本 浩一 

九州地区委員長 荒巻 和之 

文化活動委員長 野澤 滋為 

講演企画委員長 溝上 裕夫 

九州講演会 ・工場見学会 ・オープンゴルフのご案内 （熊本開催） 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は協会の活動にご理解を賜りまことに有難

うございます。SSIS では個人会員ならびに賛助会員の見聞を広め、会員相互の懇親を目的に国内工場

見学会を開催し、多数のご参加によりご好評を頂いて参りました。 

今年は著名なお二人の方による特別講演会を開催することにしました。初日にインテル株式会社・ 

取締役副社長の阿部剛士氏と経済産業省・商務情報政策局長の富田健介氏をお招きし、「半導体の 

創り出す未来と我が国半導体産業の強化戦略」と題する講演会を開催致します。 

 翌日は 450mm ウェハの装置開発に取り組まれておられる、搬送系装置の「平田機工㈱」様とレジスト 

塗布・現像装置の世界的リーダーの「東京エレクトロン九州㈱」様の工場を見学します。  

併せて、第 10 回オープンゴルフ大会も企画しましたので奮ってご参加ください。参加お申込は Fax 

または E-mail にて事務局までお知らせ下さい。多数の皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

なお定員に達し次第締切りとさせて頂きますことをご了承下さい。         敬 具

                                                                        

・日程：4 月 22 日（火）～24 日（木） 

・4 月 22 日午後 ： 熊本大学工学部 百周年記念館 

・講演会 ： 半導体の創り出す未来と我が国半導体産業の強化戦略 

インテル株式会社 取締役副社長 阿部剛士氏 

「イノベーションは止まらない！－ 半導体産業・ICT 産業の動向とチャレンジ－」 

経産省商務情報政策局長 富田健介氏 

「日本のエレクトロニクス産業の将来的課題」 

・意見交換会  講師を交えての意見交換会、百周年記念館併設ホール 

・宿泊・懇親会  熊本ホテルキャッスル 

・４月２３日 : 工場見学会  午前：平田機工（株）、午後：東京エレクトロン九州（株） 

・４月２４日 : 第 10 回オープンゴルフ大会 

 ・熊本阿蘇カントリークラブ湯の谷コース  前泊:湯の谷リゾートホテル 

・募集定員 ： ２０名 （個人会員、賛助会員が対象、非会員は２次募集といたします） 

（同業者の方は受付後にご遠慮させて頂く場合がございます） 

・旅行実務 ： (株)アドツーリスト 

・参加費   ： 参加者自己負担 （概算は別表の通り、確定次第参加者にご連絡いたします） 

            講演会の参加費は無料です。 

・申込締切 ： ３月３１日（月）  ４月１０日（木） 
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【４／２２午後：特別講演会 熊本大学工学部百周年記念館】 

・時間：13:30～17:30 工学部： http://www.eng.kumamoto-u.ac.jp/index.php 

・住所：〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2 丁目 39 番 1 号 

国立大学法人 熊本大学 工学部  Tｅｌ： 096-344-2111 

■ 13:30～13:４5  開会と来賓挨拶    （受付：13:00～） 

■ 13:45～15:00 阿部剛士 氏  インテル株式会社 取締役副社長 

「イノベーションは止まらない！ － 半導体産業・ICT 産業の動向とチャレンジ －」 

ムーアの法則はまだまだ続くこと、微細化などの技術戦略に加えてインテル社が推進している 

巨大プロジェクト“450mm”などにも言及いただき、そして、コンピュータの創り出す未来について

映像を交えたご講演をいただきます。 

 ・15:00～15:20 休憩 

■ 15:20～16:35 富田健介 氏  経済産業省・商務情報政策局長 

「日本エレクトロニクス産業の将来的課題」 

弱体化が進む我が国の半導体産業を立て直すべく日夜行政最高のお立場で国策を練って 

下さっている経産省富田局長より、日本の半導体産業強化に叶うお話を直接お聞き致します。 

■ 16:35～16:40 閉会の挨拶 

■ 16:40～17:30 講師を交えての意見交換会、百周年記念館併設ホール  

           

 ・参加費  ： 無料 

 ・共 催  ： 国立大学法人 熊本大学 

・後 援  ： 九州経済産業局 

熊本県 

九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会（SIIQ） 

日本電子デバイス産業協会（ＮＥＤＩＡ）  

熊本セミコンフォレスト推進会議（ＳＦＰＣ） 

大分 LSI クラスター形成推進会議  

 

 

【４／２２：宿泊、懇親会 熊本ホテルキャッスル】 

 熊本城の夜景が美しいホテルです。 http://www.hotel-castle.co.jp/ 

〒860-8565 熊本県熊本市中央区城東町 4-2 TEL096-326-3311 

   全員シングルルームをご用意しています。 

■ 懇親会  18:45～20:45  ２階小宴会場（20 名） 

SPRING PARTY PLAN（洋・中混合料理） 
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【４／２３ 工場見学会】  

＜午前 ： 9: 00～1１:30 150 分＞ 

平田機工株式会社 http://www.hirata.co.jp/  

〒861-0198 熊本県熊本市北区植木町一木 111 TEL：096-272-0555 

■ ４５０ｍｍウェハ搬送装置 

1951 年会社設立以来、「人を活かす」「技術革新に努める」 

「人間尊重を貫く」「創造的人生を拓く」「社会に貢献する」 

「顧客を優先する」という経営理念のもとにまい進を続ける熊本 

県内企業。 半導体関連生産設備：ロードポート、大気真空対応 

のウェハ搬送ロボットおよびそれらを統合した EFEM などを製造・ 

販売。 ウェハの処理を行うプロセス装置の前面にあり、クリーンな 

環境で FOUP（容器）とプロセス装置間においてウェハの受け渡し 

を行う EFEM とウェハを移載するソーターです(HP から引用)。 

 

＜午後 ： 14：00～15：30 90 分＞ 

東京エレクトロン九州株式会社 http://www.tel.co.jp/tkl/ 

〒861-1116 熊本県合志市福原 1-1  TEL：096-349-5500 

■ 450ｍｍウェハ塗布現像装置 

世界トッププシェアを持つ レジスト塗布現像装置の開発・生産拠点と 

して、1998 年 5 月に約 15 万 5000 平方メートルの敷地をもって設立 

され、2000 年には第 2 工場棟を、さらに 2007 年に第 3 工場棟を増設し、 

現在では東京エレクトロン九州の中核拠点の工場です。(HP から引用) 

 

【４／２４  第 10 回ＳＳＩＳオープンゴルフ大会 】 

・場所：くまもと阿蘇カントリークラブ・湯の谷コース       http://aso-yunotani.co.jp/index.html 

 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 5992-2 TEL.0967-67-0321 

（前泊:湯の谷リゾートホテル：熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽 5986-9 TEL 0967-67-3111） 

http://aso-yunotani.co.jp/hotel/ 

・日時： 4 月 2４日（水） ８：３０ａｍスタート (４組) 

・プレー・宿泊代： 23,000 円 （夕食＋朝食付） 

・会費： 4,000 円（賞品、パーティ代など） ※当日徴収 

・競技方法： 新ペリア方式、アウト・ｲﾝをスルーでプレー 

昨年秋 10 月グランドオープンしたリゾートホテルに宿泊します。ゴルフ場は日本のベスト 100 コースに 

選ばれた阿蘇の自然を生かした湯の谷コース、 60 年の歴史を誇る名門コースです。 

 

 

 

 

 

 

名匠 井上誠一氏、保田与天氏 が手掛けた名門ゴルフコース 

  EFEM/ソーター 

リゾートホテルエントランス 

レジスト塗布現像装置 
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お名前：                                 期日：4 月 22 日（火）～24 日（木） 

（個人会員でない場合は）ご所属：                                         

本件連絡先 Ｅ-ｍａｉｌ：                                                

本件連絡先 Ｔｅｌ：                     携帯電話：                       

本件連絡先 Ｆａｘ：                        ※当日ご連絡のため携帯電話もお願いします。 

特別のご希望事項：                                                       

※航空券の手配もお受けしますのでご相談下さい:                                                       
お申込後 1 週間経っても事務局からご連絡がない場合お手数ですがご一報下さい。 

お申込み：下記欄に○印をご記入ください。  費用:概算 参加人数により変動します。 
 

１泊２日 （講演会・見学会）                     ￥27,000 

 
２泊３日 （講演会・見学会＋ゴルフ/（別頁参照）        ￥50,000 

・宿泊費（シングル）・懇親会費・朝食費、ゴルフ（プレー代・前泊・夕食・朝食）、貸切バス、雑費を含みます。 

・除外費用：飛行機代、昼食費、ゴルフパーティ代（別頁をご参照下さい）。 

       往路（推奨）  ANA641 羽田 8:35 発→熊本 10:20 着 or JAL1803 羽田 8:15 発→熊本 10:１0 着 

復路（推奨）  ANA648 熊本 17:25 発→羽田 19:05 着 or JAL1816 熊本 17:25 発→羽田 19:00 着 

ゴルフ参加者 ANA3722 熊本 18:45 発→羽田 20:25 着 

今回のツアーコース：  講演会・見学会：４/２２（火）～２３（水）  ゴルフ大会：２４（水） 

４/２２ 講演会（熊大）→ホテル（懇親会） ４/２３ 見学会：平田機工⇒東京エレクトロン九州 

１０：４０ 熊本空港ロビー（集合） ８：２０ ホテル発（貸切バス） 

１０：５０ 熊本空港発（貸切バス） ９：００ 平田機工着 

１２：１０ 熊本大学着：大学構内食堂昼食 ９：１０ 

１３：１０ 講演会場移動 １１：３０ 

平田機工見学会 

（概要⇒施設⇒Q&Ａ） （150 分） 

１３：３０ １１：４５ 

１６：４０ 
講演会（百周年記念会館） 

１３:００ 
平田機工出発（貸切バス）→移動・昼食 

１６：４０ 講師を交えて意見交換会 １３：５０ 東京エレクトロン九州着（以下 TEL 九州） 

１７：３０  ホテルへ移動（貸切バス） １４：００ 

１７：４５ 熊本ホテルキャッスル到着 １５：３０ 

TEL 九州見学会 

（概要⇒施設⇒Q&A） （90 分） 

１８：３０ 懇親会 １５：４０ TEL 九州出発（貸切バス） 

２０：３０ 終了予定 １６：００ 熊本空港到着・解散 （ゴルフ参加者:送迎バス） 

４/２４  第 10 回 SSIS ゴルフ大会：くまもと阿蘇カントリークラブ 前泊：湯の谷リゾートホテル 

前泊 17:00 ホテル着⇒18:00 夕食 １５：００ （入浴・パーティ・表彰） 

０７：３０ 朝食 １６：００ 終了１６００ １６：１５発：ゴルフ場送迎バス 

０８：００ 送迎バス出発 ゴルフ場・集合 8:05 １７：００ 熊本空港着（解散） 

０８：３０ スタート４組（ｱｳﾄ・ｲﾝﾌﾟﾚｲ） 18:45 発 ANA3722 熊本 18:45 発→羽田 20:25 着 

以上 

九州講演会・工場見学会・オープンゴルフ 参加申込 

便名 


