
日本企業リスト

No. 企業名 地域 販売／購入 商談希望内容 現主要事業 HP

1
（株）石井工作研究所 ISHII

TOOL&ENGINEERING CORP

大分

LSI

購入・

協業・

請負

・一般加工製作依頼(機械加工)

・精密加工製作の請負(精密加工、5軸加工等)

・簡易設備の委託　　・自動設備の請負

・一般加工生產要求（加工）

・精密加工合同（精密加工，5軸加工等）

・簡易設備的委託　・自動化設備承包

半導体製造設備および各種自動組立機の製造/販売

保有工程：営業/メカ設計/電気設計/部品製造/設備組立/納品

半導體製造設備及各種自動組裝機的製造/銷售

擁有過程：銷售/機械設計/電氣設計/零件製造/設備組裝/交付

http://www.i-kk.co.jp/

2
(株）AKシステム AKSystem

Co.,Ltd.

大分

LSI
購入

・板金塗装品の製造委託

・購買我們公司開發的設備的部件　（金屬加工，鈑金零件）

・自動制御装置製作、・計装システム製作、・半導体関連装置製作

・自動控制裝置生產·儀表系統生產·半導體相關設備的生產
http://www.aksys.co.jp

3
（株）ケイエスケイ

KSK Co.,Ltd

大分

LSI

販売・

協業

1. 弊社製品を購入してくれる企業、

　　台湾国内で販路支援してくれる商社

対象顧客：半導体後工程メーカー、自動車部品関連メーカー、

　　　　　　　電子機器製品関連メーカー

対象製品：半導体組立装置の部品（ダイ・パンチ等の消耗品）その

他

　　　　　　の自動車・電子機器・医療・ロボット産業等製造装置

部品

2. 台湾企業と協業:　弊社経由で日本の顧客への販路提供

1.購買我們產品的公司，支持台灣銷售渠道的貿易公司

　目標客戶：半導體後端工藝製造商，汽車零部件相關製造商，

　　　電子設備產品相關製造商

　目標產品：半導體組裝設備零件（模具和沖頭等消耗品）及其他

　　　製造汽車，電子設備，醫療，機器人行業等的設備零件。

2.與台灣公司的合作：通過我們公司向日本客戶提供銷售渠道

*主な製品：半導体・自動車・電子機器・医療機器産業の製品

　を製造する装置に使用される部品の市場に実績があります.

*技術コンサルタントサービス：単に受けた注文品をそのまま

　加工するだけでなく、品質・コスト・納期の面から常に新しい

　視点を意識しながら、顧客に最適な仕様を提案して

　採用いただいています。

*主要產品：半導體，汽車，電子設備和醫療設備行業的產品

　我們在製造設備中使用的零件在市場上擁有可靠的往績記錄。

*技術顧問服務：只需按原樣接收訂單

　不僅加工，而且在質量，成本和交付方面也總是新的

　在了解觀點的同時向客戶提出最佳規格它已被採納。

https://www.e-ksk.co.jp/

4

柳井電機工業（株）

YANAI ELECTRIC &

MACHINERY CO.,LTD

大分

LSI

購入・

委託

IoT関連機材の商材を持っている企業

(擁有IoT相關設備的公司)

当社製品を海外展開し販売していただける企業

（能夠在海外開發和銷售我們產品的公司）

電機設計施工（電氣設計和施工）、機器販売（設備銷售）、

業務エアコン施工・販売・メンテナンス（商用空調施工·銷售·維

護）、

プラント点検メンテナンス（工廠維護維護）、

新規開発（新的發展）

（ドローン利用システム、IoTシステム開発、ロボット制御等）

（無人機利用系統，物聯網系統開發，機器人控制等）

http://www.yanaidenki.co.jp

5

（株）九州セミコンダクター

KAW

Kyushu Semiconductor KAW

Co.,Ltd.

大分

LSI

販売・

委託・

受託

①半導体、ＬＥＤ等の素子に関連する各種基板の微細加工

 （マスク製作、露光、成膜、エッチング）

  －＞販売、委託（台湾での市場開拓）

②医療、生物化学、マイクロＬＥＤ等の分野で活用される

  マイクロ流路デバイスの設計、製作

  －＞販売、委託（台湾での市場開拓）

③ＦＡ装置の設計・組立・据付を受託

　－＞委託（台湾での市場開拓）

1）承接與半導體和LED等元件相關的各種基板的微細加工

  （掩模生產，曝光，成膜，蝕刻）

   - >銷售，寄售（台灣市場開發）

（2）用於醫藥，生物化學和微型LED等領域的產品

   微通道設備的設計和製造

   - >銷售，寄售（台灣市場開發）

（3）承接FA設備的委託設計，組裝和安裝的相關技術

 - >寄售（台灣市場開發）

弊社には大手半導体製造企業出身の技術者が多数在籍し、

熟練した半導体製造技術で各種基板の微細加工、

マイクロ流路デバイスの設計、製作を提供し、国内外の

顧客から高い評価を得ている。

また装置等の設計・組立て受託事業では大型機器から

小型機器まで、またクリーン度を要求される機器については

クリーンルーム内での組み立ても可能である。

本公司擁有多名半導體製造企業出身且擁有熟練技術的工程師，

我們提供各種基板的精細加工，以及微通道器件的設計和生產，

且擁有國內外客戶的高度讚譽。我們經營從設備設計到組裝，

從大型設備組裝到小型設備，同時我們可在潔淨室內進行設備的

加工。

https://www.kyushu-semi.co.jp/

http://www.i-kk.co.jp/
http://www.aksys.co.jp/
https://www.e-ksk.co.jp/
http://www.yanaidenki.co.jp/
https://www.kyushu-semi.co.jp/


No. 企業名 地域 販売／購入 商談希望内容 現主要事業 HP

6
㈱スズキ SUZUKI

 CO.,LTD.

大分

LSI

購入・

販売・

委託

継続して取引ができる半導体製造関連企業を探しています。

当社顧客向けに価値のある製品やサービスを用意できる企業、

委託先を探しています。

我們正在尋找可以繼續交易的半導體製造公司

我們正在尋找能夠為我們目前的客戶提供有價值的

產品和相關服務的承包商公司。

Oリング、金属加工パーツ、セラミックパーツ、石英パーツ、

樹脂製品等の半導体製造用消耗品の販売、半導体製造装置

に使用するパーツ関係の修理、メンテナンス、半導体後工程

での製造・品質管理業務請負、半導体製造における

人材派遣業務、半導体製造用原材料の配送業務

O型圈，金屬加工件，陶瓷件，石英件，樹脂製品等

半導體製造用消耗品的销售，半導體製造設備有關的

零件的修理，產品維護保養，半導體後工程的製造，

和相關品質控制的工作。半導體製造的臨時技術人員配備服務，

半導體製造原材料的配送業務。

https://www.e-suzuki.co.jp/ja/

7
（株）デンケン

DENKEN　CO.,LTD.

大分

LSI

採購・

委託

加工

・產品

銷售

代理

金屬加工・醫療･美容･健康產品銷售/

製造以及與敝司生產製品相關的廠商

自動化設備製造，半導體設備製造，太陽能電池檢測設備，

電源測試，　自行車停放綜合管理系統，電子設備組裝

(測量/檢查/可靠性分析)，　射出成形，金屬加工

(雷射/車床/洗床)醫療相關(醫療/美容/健康)設備製造等。

　在廣泛的市場中開發多元化製品。作為一家綜合性

電子機電一體化製造商,獲得需多日本國內外顧客信賴。

https://www.dkn.co.jp/index.html

8

エスティケイテクノロジー（

株）

STK Technology Co.,Ltd.

大分

LSI

販売・

購入

弊社製品（溶接、板金、切削加工）に興味のある企業との商談を

求めています。

我們正在尋求對我們的產品感興趣的公司進行商務談判

1)溶接板金/切削加工および組立

2)バーンインテスターおよびハンドリング装置の開発、製造

3)バーンインボードの開発、製造

4)LSIテストハウス事業

1）焊接金屬板/切割和組裝

2）老化測試儀和處理設備的開發和製造

3）老化板的開發和製造

4）LSI測試房業務

http://www.stk-net.co.jp/

9
佐々木精工（株）SASAKI

Precision

大分

LSI

購入・

販売

精密加工部品の加工ができる企業との商談希望

我們希望可以與能夠加工精密零件的公司進行商務談判

精密加工部品の製作（旋盤加工品、切削加工品）

精密加工零件製造（車床產品加工，切割加工產品）
http://www.sasaki-se.co.jp/

10
（株）零SPACE

ZeroSpace Co.,Ltd.

大分

LSI

販売・

代理店

・台湾の工損調査の実態把握（発注者と受注者から聞取り）

・台湾の工損調査（地盤変動影響調査）企業へアプリ

　「調査員ぷらす」　の販売

・インフラ整備点検企業へ貼ってはがせるクラックスケール：

　Hurry(ハリー)販売

・「調査員ぷらす」と「Hurry(ハリー)」の代理店の募集

・我們了解台灣工業損失的實際情況（來自訂單和承包商的聽證）

・来在我們公司的 台灣工業和損失調查（地面變形影響研究）

　應用程序「工損高速クン」的銷售

・基礎設施維護点検使用的可重複粘貼式工業用裂縫測量儀：

　Hurry(ハリー)的銷售

・招聘應用程序「調査員ぷらす」和「Hurry(ハリー)」的代理經銷商

＜工損調査＞主に公共工事において周辺建物の工事前後

での損傷調査を行い、損傷発生時に費用負担額の算出、

説明業務を行う。

＜工損調査用ソフト等販売＞ＩＴを活用し、作業効率化を図る

工損調査トータルサポート事業アプリ「調査員ぷらす」、

貼ってはがせるクラックスケール「Hurry(ハリー)」の販売

<工業損失調查>

主要調查公共工程周圍建築物施工前後的損壞情況，

在發生損害的說明的時候計算費用負擔，進行說明性的工作。

<工業損失調查軟件的銷售等>

全面支持應用程序，以提高IT利用率來提高工作效率。

應用程序「調査員ぷらす」

和可重複粘貼式工業用裂縫測量儀「Hurry(ハリー)」的銷售

http://www.zero-space.co.jp

11 ケイ・デザイン K_Design
大分

医療

製造

委託

自社商品「クロスポッド」に使われている部品の杖を

オリジナルデザインで製作してもらえる企業を探したい。

＜自社商品のWebサイト＞https://crosspod.jp

產品“ Cross Pod”中使用的零件的甘蔗

我想找到一家可以提供原始設計的公司。

<我們產品的網站> https://crosspod.jp

１．機械設計　２．3Dコンピュータグラフィックス制作

３．商品開発（請負）　４．自社商品の開発、製造、販売

1。  機械設計　　2。 3D計算機圖形製作

3。  產品開發（合同）　　4。 內部產品的開發，製造和銷售

http://k-

des.sakura.ne.jp/k_design/index.html

https://www.e-suzuki.co.jp/ja/
https://www.dkn.co.jp/index.html
http://www.stk-net.co.jp/
http://www.sasaki-se.co.jp/
http://www.zero-space.co.jp/
http://k-des.sakura.ne.jp/k_design/index.html
http://k-des.sakura.ne.jp/k_design/index.html
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12
KMT（株）

KMT Co., Ltd.
SIIQ

販売・

購入・

協業・

委託・

代理店

●台湾国内半導体工場のメンテ　●装置パーツの修理　●装置

パーツの販売　●その他、直材・間接材料の販売・再生加工

（ウェーハ）等　●ドローンの２次代理店として台湾国内への販売

1．半導体製造装置、特に300㎜装置の2ndパーツ業者及び

　修理業者の紹介。

2．半導体製造材料で、これから海外展開或いは日本展開を

　考えており、日本のパー トナーを探している企業の紹介。

3．できれば半導体業界が良いですが、日本の商材を台湾に

　輸入したい或いは台湾で使いたいと考えている企業の紹介。

●台灣半導體工廠的維修　●設備零件的維修

●設備零件的銷售　●另外，直接和間接材料的銷售，

　再製造（晶圓）等。●作為無人機的二級代理商向台灣銷售

1。 半導體製造設備，特別是300mm設備的第二部分供應商

　介紹維修公司。

2。 對於半導體製造材料，我們將向海外擴展或在日本擴展。

　介紹正在考慮並尋找日本合作夥伴的公司。

3。 如果可能的話，半導體產業是好的，但是日本產品

　將被帶到台灣。　介紹要在台灣進口或使用的公司。

●大手半導体工場内にて装置メンテ（請負・派遣事業）

●半導体装置パーツの販売・修理、移設

●半導体に関連する材料販売（ウエハー）

●装置ユニットの改善、製作

●ドローン事業（撮影、解析、分析、機体販売）

●大型半導體工廠的設備維護（合同/派遣業務）

●半導體器件零件的銷售，維修和重新安置

●半導體（晶圓）相關材料的銷售

●設備單元的改進和生產

●無人機業務（射擊，分析，分析，飛機銷售）

https://www.kmtech.jp/

13
（株）アサカ理研

ASAKA RIKEN Co.,Ltd.
SIIQ

購入・

受託

・自社または取引先で発生する貴金属含有のE-scrapの

　回収評価買取について商談希望。

・蒸着装置やSputtering装置などの治具やMaskの

　洗浄メンテナンスにお困りごとがあればご相談ください。

・鍍金ラインにおける貴金属回収装置があれば、提案して頂きた

い。

・含有公司或合作夥伴產生的貴金屬的電子廢料

　要求就收集評估購買進行業務談判。

・蒸鍍裝置，濺射裝置，口罩等夾具

　如果您在清潔和維護方面遇到任何問題，請與我們聯繫。

・如果電鍍線中有貴金屬回收裝置，請提出建議。

「貴金属回収精錬事業」

水晶デバイス、LED、パワーデバイス、精密プレス、プリント基板

などの製造工場から排出されるE-scrapからAu, Pd, Pt, Ag

などの貴金属を精錬し、買取りしております。

“貴金屬的回收和精煉業務”

晶體器件，LED，功率器件，精密壓力機，印刷板

從製造廠排放的電子廢料中的金，鈀，鉑，銀

我們冶煉和購買貴金屬等。

https://www.asaka.co.jp/

14
（株）ピーエムティーPMT

CORPORATION
SIIQ

協業・

委託・

代理店

再配線半導体パッケージの試作依頼

要求重新生產半導體封裝的試生產

Fan-Out Wafer Level Packageのような基板レスの

再配線半導体パッケージの試作。

無板像扇出晶圓級封裝　原型重佈線半導體封裝。

https://www.pm-t.com/

15
㈱サンワハイテック

Sanwa-Hitech　Co.,Ltd

熊本 販売

購入

・半導体製造装置メーカー

・半導体デバイスメーカー

・装置設備販売商社

・半導體製造裝置商

・半導體元件商

・裝置的販賣　貿易公司

・パワーデバイス向け半導体製造装置の台湾、中国への拡販

・自動装置に使用される機械、電気部品の調達

・装置組立、加工品の受注

・Power半導體製造裝置的販賣（適合中國、適合台灣）

・被自動機使用的機器，電零部件的籌措

・裝置裝配，加工品的接受訂貨

主要事業　：自動装置、設備、治工具の設計製作
生産分野　：半導体関係、液晶関係

主要事業：自動裝置、設備、冶製工具的設計製作
生產領域：半導體相關、液晶相關

・構想設計から詳細設計、加工、組立、メンテナンスまで一貫した受注体
制
・大手デバイス企業との長年の取引による半導体関係装置・設備の知識
やノウハウ

・從構想設計、詳細設計、加工組裝到維修的一條龍接單體制
・長年和大型元件企業來往，累積了半導體相關裝置和設備的知識和
Know-how

http://www.sanwa-hitech.com/

https://www.kmtech.jp/
https://www.asaka.co.jp/
https://www.pm-t.com/
http://www.sanwa-hitech.com/
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㈱ホクエツ

HOKUETSU　co., Ltd.

熊本 販売 装置及び取り扱い品の販売

裝置等的銷售

Semiconductor / 半導体関連　/　半導體相關

Gas supply　/　ガス供給　/　供氣設備

Waste gas exclusion system　/　廃ガス除害装置　/　廢氣處理設備

Ball valve. Actuator valve.Heating system. Corrosion resistance blower

ボールバルブ・アクチュエータ・ヒーター・廃ガスブロワー

Chemical solution related equipment　/　薬液関連装置　/　化學相關設

備

Bulkproduction of Machining,Welding, Can making.

機械加工・溶接・製缶まで一括生産

生產批號，以機械加工，焊接，鋼罐

http://www.hokuty.co.jp

17

濱田重工㈱

 HAMADA HEAVY INDUSTRIES

LTD

熊本
販売

購入

シリコンウェハーの再生・販売、

熱電対付ウェハーの製作・販売等

関連設備の部品等購入

wafer　播放・拍賣

thermocouple　wafer　生產

購買設備零件

シリコンウェハーの再生・販売、

各種半導体材料の加工

熱電対付ウェハーの製作・販売等

wafer　播放・拍賣

加工半導體材料

thermocouple　wafer　生產

http://hamada-hi.com/company/

18
アイティーアイ株式会社

I T I co　ltd
熊本

販売

購入

販売先には、ハロゲンランプ、Oリングなど製造装置内で使用する

パーツ、及びパーツの修繕、再生品等。

購入としては、上記に記載した半導体や食品メーカー、化学メーカ

ー等へ安価でパーツ・修繕を提供している会社があれば、お話を伺

いたいと思います。

特賣）鹵素燈、ORing　部分、修理、再生產品

採購）半導體、食品製造商、化學品製造商　便宜的零件、修理

産業機器、医療機器、医療消耗品の輸入、販売、アフターサービス

工業設備、醫用器材、進口和銷售醫療耗材、售後服務
https://www.iti-e.co.jp/

19
㈲坂本石灰工業所

Sakamoto Lime Industry
熊本

医療・福祉

バイオ

販売

①もぐさのお灸と同等の熱刺激を与えられる、火を使わないお灸

「OQUA」の販売先を探している。OQUAは、生石灰と水による発

熱現象を応用している。火を使わないため、衣服を着用したまま

で、いつでもどこでも使用できる。火傷の心配がなく、もぐさ相当

の熱刺激を与えることが可能となっている。火を使用しないため、

従来のお灸に比べ、使用できるシーンが大幅に拡大することが想定

され、誰もが受け入れやすく取り扱いやすい丸ボタン型とした。

　国内では、OEMで販売している。

不使用火的艾灸

②簡易環境分析

土壌や河川、工場排水の測定を電源のない場所で、専用の分析装置

を使うことなく、誰でも簡単に、短時間に色の変化で判断できる簡

易測定器の販売先を探しています。

懸濁物質を取り除くための多孔質膜を取り付けているため、ろ過が

不要です。懸濁物質のろ過工程は１サンプル毎に検体を準備する必

要があり非常に面倒で時間を要しますが、それを省けるため迅速か

つ簡便に分析できる。

測定項目は、ふっ素、六価クロム、鉛、ホウ素で、測定項目毎に商

品がある。

對土壤，河流和工廠廢水進行簡單的環境分析

石灰乾燥剤

石灰肥料、その他石灰製品

石灰乾燥劑

http://sakamoto-lime.com/new/

http://www.hokuty.co.jp/
http://hamada-hi.com/company/
https://www.iti-e.co.jp/
http://sakamoto-lime.com/new/
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徳田義肢製作所

TOKUDA Prosthetics and Orthotics

Mfg Ltd.

熊本
医療・福祉

販売

義肢・装具の販売

特賣假肢

義肢・装具の製作

製造假肢

https://www.tokuda-gishi.co.jp/

21
㈱プレシード

Preceed co., Ltd.

熊本 購入

協業

半導体、電気の機器、フラットパネルディスプレイ、自動車、医学

関係の

デザインと製造

半導體，電的機器，平板顯示器，汽車，醫學關係

設計製造

Semiconductor, electric device, flat panel display, automotive, medical

Design and manufacture

自動化装置の設計、製作

半導体、LCD、光電池、自動車向け。

食品（あかねグラノーラは、熊本で生み出された大麦から作った）

25年以上前から、プレシードは、様々な装置を提供。

ユニークなアイデアと技術で、顧客の生産性改善を目指している。

コンセプトから納期まで、完全なものを提供する。

自動化裝置的設計，製造

適合半導體，LCD，光電池，汽車。

食品（Akaneguranora，用熊本被生出的大麥製作了）

從25年多以前開始，是提供各種各樣的裝置。

獨特的用想法和技術，以顧客的生產率改善作為目標。

從概念到交期，繳納完全產品。

Design and manufacturing automated machines for factories.

Main business fields: semiconductor,LCD,Photovoltaic,car industries.

Food product Development(AKANE Granola made from barley produced in

Kumamoto)For more than 25years, Preceed has provided various machines

which improve customers’ productivity. Our unique idea and technology has

been accepted in many field of industry. From concept to delivery, we provide

turnkey solution to customers.

www.preceed.co.jp

22
吉野電子工業㈱

yoshino　denshi　kogyo　co., Ltd.

熊本 購入 半導体　液晶製造メーカー　その他製造装置メーカー

装置の組立　調整　検査　更に　プレス金型製造　　プレス溶接部

品にも対応できます。また、作業効率向上のための治工具の提案

作成までもお手伝いさせていただきます。

高精度の金属加工品・板金用金型を安価で制作できる企業様にも面

談したい。

除了裝置的組裝、調整和檢查之外，還能提供沖壓模具的製造、沖壓

熔接零件。也能提案和製作冶製工具，協助提升生產效率。另外，還

想和可低價製作高精度金屬加工品・鈑金沖壓模具製造的模具的企業

面談。

精密製造装置組立調整検査　金属加工品製造

金属プレス加工　溶接組立　鈑金用プレス金型製造

電子部品製造

金属加工から治工具　精密製造装置、組立、調整、検査　客先据付

までの一貫生産にて短納期　高品品質でお客様に製品ともに満足を

もお届けいたします。

精密製造裝置的組裝和調整檢查、金屬加工品製造

金屬沖壓加工、熔接組裝、鈑金沖壓模具製造

電子零件製造

從金屬加工

到冶製工具、精密製造装置、裝置的組裝・調整・檢查、顧客端安裝

的一條龍生產，提供短交期且高品質的產品，滿足客戶的需求。

http://www.yoshinodenshi.jp/

23
テクノデザイン㈱

 TECHNODESIGN CO.,LTD.

熊本 販売

購入

半導体、電気の機器、フラットパネルディスプレイ、自動車、医学

関係の

デザインと製造

半導體，電的機器，平板顯示器，汽車，醫學關係

設計製造

半導体装置の設計製造

各種省力化及びメカトロ応用機械の設計製造

電子部品及び電子機器の設計製造

半導體器件的設計製造

節省勞力以及機電一體化應用機器的設計製造

電子零件和設備的設計與製造

http://techno-d.jp/

https://www.tokuda-gishi.co.jp/
http://www.preceed.co.jp/
http://www.yoshinodenshi.jp/
http://techno-d.jp/
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㈱Meistier（旧㈱HUMAN）

㈱Meistier　co., Ltd.

熊本 販売

購入

技術提携

作業委託

半導体・液晶/OLED関連生産設の備購入及び販売企業

上記装置の保守・メンテナンス及びオーバーホール委託元企業

上記装置の部品加工ができる企業

装置の共同開発を探されている企業

半導體·液晶/OLED關聯生產設的準備購買及銷售企業

裝置的保守·保養及大修託付原企業

裝置的零部件的加工

裝置的共同開發

【プロダクトイノベーション事業部】
半導体/自動車/液晶関連をはじめとした幅広い分野の装置・生産設備の開発～
製造～据付までをターンキーでお届けします
【プロダクションサポート事業部】
装置やユニットに対する高品質なオーバーホールや定期メンテナンスをご提供す
ることで装置稼働率の向上や生産ラインのクオリティ向上に寄与します
【システムソリューション事業部】
システム提案～要件定義～ソフト＆ハード設計～モジュール開発・試作～量産に
わたる短LT『ものづくり』サービスをワンストップでご提供いたします
クリーンルーム仕様の工場を完備し、生産設備・各種産業機械全般の構想設計
から製造、セットアップまで社内で一貫開発が可能
特に高精度センサーを用いて微細なものを測定・検査する装置開発においては
多くのノウハウを保有

【Product innovation事業部】
半導體/汽車/液晶關聯等的裝置·生產設備的開發～製造～據付
turnkey方式可能
【Production Support事業部】
裝置和單位的高質量的大修、定期保養
為裝置開動率的提高和生產線的品質提高貢獻
【System solution事業部】
系統建議～必要條件定義～軟體&硬設計～組件開發·試製～批量生產

短交期、一站式

有完善clean room的工廠。從生產設備·各種產業機械的設想設計製造，到

安裝在公司內部一貫性開發可能

用高精度傳感器測量·檢查微小東西的裝置開發擁有多的經驗技術

http://www.human-inc.co.jp/


