日本電子材料 熊本事業所
応用電機 熊本事業部
ミライアル熊本事業所
ミネロン 熊本工場
井和工業 熊本工場

パナソニックコネクティッドソリューションズ社佐賀工場
パナソニックコネクティッドソリューションズ

SUMCO九州事業所
（伊万里）

パナソニックデバイス佐賀

SUMCO九州事業所
（佐賀）

アースアテンド 熊本事業所
葵精機 熊本事業所
フジクラプレシジョン

伊万里市

クアーズテック長崎

佐々 I.C
佐世保中央I.C

エム・エー・シー テクノロジー
平井精密工業 熊本事業所
日本精密電子 熊本工場
アトム精密 九州工場

長崎I.C

新地I.C

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

荏原製作所 熊本事業所
F-WAVE 熊本工場
荏原フィールドテック 九州工場
京写 九州工場
トッパンエレクトロニクスプロダクツ 熊本工場
九州プレシジョン 玉名工場
●パナソニックIS社デバイスソリューション事業部
サーマル・ノイズSBU熊本工場
●共栄精密 菊水事業所
●マイスティア 和水工場

天草市／●プレシード 天草事業所
●ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング 川尻工場
●メイビスデザイン ●オジックテクノロジーズ
●熊本防錆工業 ●野田市電子
●くまさんメディクス ●三幸九州TEC
●平田機工 熊本本部／熊本工場
●平田機工 楠野工場 ●東邦電子
●空間アートシール ●アラオ
●野毛電気工業 九州事業部
●アイシン九州 ●ホクエツ熊本TC
●タチバナ化成 熊本事業所
●日本ミニコンピュータシステム
●シーディア ●ジーダット
●プリバテック
ミクロ技研 九州工場
●三菱ケミカル 熊本工場
●熊本マランツ ●新菱 熊本工場
ユニテクノ 天草事業所
●中央電子工業 ●九州電子
●理化電子 九州事業所
●プレシード ●ケイ・エム・ケイ
●旭国際テクネイオン精密板金工場
東海カーボン 田ノ浦工場
テラプローブ 九州事業所
JNC水俣製造所 河村電器産業 水俣工場
アスカインデックス 水俣高度技術センター

旭国際テクネイオン
三井ハイテック 直方事業所
三井ハイテック 黍田事業所

椎田南

山都中島西I.C

笠之原I.C

鹿屋串良JCT

人吉球磨スマートI.C

小池高山I.C

豊前

アムコー・テクノロジー・ジャパン 泗水地区
三菱電機液晶事業統括部
日信商工㈱NISCO熊本

倉敷紡績 熊本事業所

直方市

津奈木I.C
水俣I.C
出水I.C
野田I.C

阿久根I.C

薩摩川内水引I.C.

フェニテックセミコンダクタ

高槻電器工業 金峰工場
メテック九州事業所・鹿児島工場

ルネサスエレクトロニクス 錦工場
日本三和エレクトロニクス

九州テクノメタル

マイスティア合志本店・i-tec・Fab1・Fab2工場
三菱電機パワーデバイス製作所 熊本事業所
マイスティア
日本ピラー工業 九州工場
淀川ヒューテック
ローツェ 九州工場
インターアクション 熊本事業所
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 熊本テクノロジーセンター
SUS 熊本事業所
インターテックエンジニアリング
ナカヤマ精密テクニカルセンター

NOK 熊本事業所

サンテック 八代工場

SUMCO TECHXIV宮崎工場

マイスティア 益城本社
HOYA FPD技術開発センター

ジャパンユニックス 熊本テクノセンター

ディスコ 九州支店
SCREEN MFGサービス

クリスタル光学 熊本工場

堀場エステック 阿蘇工場
ナカヤマ精密 熊本工場
三井ハイテック 阿蘇事業所

アムコー・テクノロジー・ジャパン 大津地区
フジデノロ

ワイエイシイメカトロニクス 熊本工場
コスミック 熊本工場
レスターエレクトロニクス
サンユー工業 熊本事業所

テクノフレックス 熊本工場 有明技研 熊本工場
濱田重工 シリコンウェハー事業部
フェニックス精工 熊本工場
信越石英 九州工場
九州エバーロイ

東京応化工業 阿蘇工場

アムコー・テクノロジー・ジャパン

マイスティア大分サービスセンター・大分工場
石井工作研究所 エスティケイテクノロジー
ジャパンセミコンダクター大分事業所

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

※JASM（TSMCとソニーの合弁会社）新工場（2024年末稼働予定）

ルネサスエレクトロニクス 大分工場

日出I.C

北方I.C

メテック九州事業所宮崎工場

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

マイスティア鹿児島サービスセンター

令和3年
（2021年）
11月31版

共栄精密人吉事業所
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熊本県企業誘致連絡協議会 … https://e-kbda.jp

〒104‑0061 東京都中央区銀座5‑3‑16
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電子デバイス産業を支えるパワースポット
㈱美加川製作所
㈲鶴丸産業

㈱熊防メタル
㈱ギバル
㈱オジックテクノロジーズ
旭千代田工業㈱

その他（表面処理・熱処理 他）

㈱熊本マランツ
熊本テクノ㈱

㈲熊谷製作所
㈱小川電機
オオクマ電子㈱
㈱H・Iシステック

電気（回路設計）、
電子（回路及び部品）、
ソフト開発

JNCセントラル㈱
横場工業㈱
㈱山本製作所
摂津工業㈱
プラント設計・製造保守関連
（製缶含む）

㈱ミヤムラ
㈱藤興機
ネクサス㈱
㈱上村エンタープライズ
樹脂・射出成型品加工

㈱ユウキ精研
㈱メイソウ

日精電子㈱
㈱徳神
㈱ケイ・エフ・ケイ
㈲鹿本金型機工

金型・治工具、
検査治具設計製造

㈱ユーエムテック
安高金属工業㈱
㈱丸山ステンレス工業

㈱北翔工業
㈱双葉金属

令和3年（2021年）11月作成

板金・プレス加工

㈱ひごいち
㈲永田製作所

㈱中九州金属工業
タツミ精工㈱
新日本ステンレス工業㈱

㈱シマヅテック
三晃精機㈱
㈱ケイ・エヌ・テック

㈱九州メカニクス
㈲エヌ・ティ・ケイ
㈱アドヴァンス

㈲吉田精工所
山下機工㈱
㈱三原精機

㈱マツシマ
㈱フュージョン
㈱不二宮製作所
平井精密工業㈱

ナカヤマ精密㈱
タカムラ・エンタープライズ㈱

㈲パリッシュ
萩原エンジニアリング㈱
日本精密電子㈱
㈱二進製作所

㈱ソリューション
㈱サンテック

スギモト精工㈱
㈱ケイ・エム・ケイ
部品加工
（機械加工・架台・フレーム 等）

ネクサスプレシジョン㈱

㈱九州マグテックス
㈱甲斐田技研

神田工業㈱
㈱エムイーエス

㈱植木製作所
㈱池松機工
井手上精機㈲
有明技研㈱
㈲旭野工業

吉野電子工業㈱
㈱プレシード

テクノデザイン㈱
シナジーシステム㈱
シーアイティ㈱

㈱スリーダイン
㈱サンワハイテック
㈱くまさんメディクス
機械・機器設計〜製作

㈱NTF
㈱エヌエーエスコーポレーション
㈱アラオ

・九州電子㈱
LSIシステムセンター
・メイビスデザイン㈱
・㈱シーディア
・㈱ジーダット
・㈱プリバテック

・ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱［IC］ ・三菱電機㈱［IC］ ・ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱
［LCD・CCD・CMOS］ ・㈱メルコ・ディスプレイ・テクノロジー
［LCD］

・大津電子㈱ ・菊池電子㈱ ・九州電子㈱ ・九州日誠電氣㈱ ・中央電子工業㈱ ・南星電機㈱
・㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン ・ルネサスエレクトロニクス㈱ ・吉野電子工業㈱ ・㈱野田市電子
・㈱熊防メタル［メッキ］

・アスカインデックス［試作・少量生産］

・㈱トッパンエレクトロニクスプロダクツ［リードフレーム］
・三井ハイテック㈱［リードフレーム］ ・平井精密工業㈱［リードフレーム］

・㈱トッパンエレクトロニクスプロダクツ［マスク］

・ワイエイシイメカトロニクス㈱［ハンドラー］

・東京エレクトロン九州㈱
・㈱山清工業九州［機械・機器設計〜製作］
・㈱くまさんメディクス［機械・機器設計〜製作］

・㈱レスターエレクトロニクス
［信頼性試験］
・萩原エンジニアリング㈱［機械加工］
・日信商工㈱［樹脂加工］
令和3年（2021年）11月31版

電子デバイス産業を支えるパワースポット
日本電子材料 熊本事業所
応用電機 熊本事業部
ミライアル熊本事業所
ミネロン 熊本工場
井和工業 熊本工場

アムコー・テクノロジー・ジャパン 泗水地区
三菱電機液晶事業統括部
倉敷紡績 熊本事業所
日信商工㈱NISCO熊本

マイスティア合志本店・i-tec・Fab1・Fab2工場
九州テクノメタル

三菱電機パワーデバイス製作所 熊本事業所
マイスティア

旭国際テクネイオン
直方市

パナソニックコネクティッドソリューションズ社佐賀工場

三井ハイテック 直方事業所
三井ハイテック 黍田事業所

日本ピラー工業 九州工場
淀川ヒューテック

ルネサスエレクトロニクス 大分工場

パナソニックコネクティッドソリューションズ

ローツェ 九州工場
インターアクション 熊本事業所
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 熊本テクノロジーセンター
SUS 熊本事業所
インターテックエンジニアリング
ナカヤマ精密テクニカルセンター

アースアテンド 熊本事業所
葵精機 熊本事業所
フジクラプレシジョン

椎田南

※JASM（TSMCとソニーの合弁会社）新工場（2024年末稼働予定）
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

SUMCO九州事業所
（佐賀）

豊前

パナソニックデバイス佐賀
伊万里市

SUMCO九州事業所
（伊万里）

マイスティア大分サービスセンター・大分工場
石井工作研究所 エスティケイテクノロジー
ジャパンセミコンダクター大分事業所

日出I.C

アムコー・テクノロジー・ジャパン

クアーズテック長崎

東京応化工業 阿蘇工場

NOK 熊本事業所

佐々 I.C
佐世保中央I.C

エム・エー・シー テクノロジー
平井精密工業 熊本事業所
日本精密電子 熊本工場
アトム精密 九州工場

テクノフレックス 熊本工場 有明技研 熊本工場
濱田重工 シリコンウェハー事業部
フェニックス精工 熊本工場
信越石英 九州工場
九州エバーロイ
ワイエイシイメカトロニクス 熊本工場
コスミック 熊本工場
レスターエレクトロニクス
サンユー工業 熊本事業所

新地I.C
長崎I.C

小池高山I.C

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

山都中島西I.C
北方I.C

アムコー・テクノロジー・ジャパン 大津地区
フジデノロ

荏原製作所 熊本事業所
F-WAVE 熊本工場
荏原フィールドテック 九州工場

堀場エステック 阿蘇工場
ナカヤマ精密 熊本工場
三井ハイテック 阿蘇事業所

京写 九州工場
トッパンエレクトロニクスプロダクツ 熊本工場
九州プレシジョン 玉名工場
●パナソニックIS社デバイスソリューション事業部
サーマル・ノイズSBU熊本工場
●共栄精密 菊水事業所
●マイスティア 和水工場

クリスタル光学 熊本工場

津奈木I.C
水俣I.C

天草市／●プレシード 天草事業所

ディスコ 九州支店
SCREEN MFGサービス

人吉球磨スマートI.C

出水I.C

●ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング 川尻工場
●メイビスデザイン ●オジックテクノロジーズ
●熊本防錆工業 ●野田市電子
●くまさんメディクス ●三幸九州TEC
●平田機工 熊本本部／熊本工場
●平田機工 楠野工場 ●東邦電子
●空間アートシール ●アラオ
●野毛電気工業 九州事業部
●アイシン九州 ●ホクエツ熊本TC
●タチバナ化成 熊本事業所
●日本ミニコンピュータシステム
●シーディア ●ジーダット
●プリバテック

野田I.C

ジャパンユニックス 熊本テクノセンター
マイスティア 益城本社
HOYA FPD技術開発センター

阿久根I.C

薩摩川内水引I.C.

SUMCO TECHXIV宮崎工場

ミクロ技研 九州工場

サンテック 八代工場

●三菱ケミカル 熊本工場
●熊本マランツ ●新菱 熊本工場
ユニテクノ 天草事業所
●中央電子工業 ●九州電子
●理化電子 九州事業所
●プレシード ●ケイ・エム・ケイ
●旭国際テクネイオン精密板金工場

鹿屋串良JCT

フェニテックセミコンダクタ

笠之原I.C

東海カーボン 田ノ浦工場
テラプローブ 九州事業所

メテック九州事業所宮崎工場

高槻電器工業 金峰工場

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

メテック九州事業所・鹿児島工場

ルネサスエレクトロニクス 錦工場
日本三和エレクトロニクス

㈱美加川製作所
㈲鶴丸産業

㈱オジックテクノロジーズ
旭千代田工業㈱

その他（表面処理・熱処理 他）

㈱熊本マランツ
熊本テクノ㈱
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㈱熊防メタル
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㈱ギバル

㈲熊谷製作所
㈱小川電機
オオクマ電子㈱
㈱H・Iシステック

電気（回路設計）、
電子（回路及び部品）、
ソフト開発

JNCセントラル㈱
横場工業㈱
㈱山本製作所
摂津工業㈱

ネクサス㈱
㈱ユウキ精研
㈱メイソウ

㈱上村エンタープライズ
樹脂・射出成型品加工

プラント設計・製造保守関連
（製缶含む）

㈱ミヤムラ
㈱藤興機

日精電子㈱
㈱徳神
㈱ケイ・エフ・ケイ
㈲鹿本金型機工

金型・治工具、
検査治具設計製造

㈱ユーエムテック
安高金属工業㈱
㈱丸山ステンレス工業

㈱北翔工業
㈱双葉金属
㈱ひごいち
㈲永田製作所

㈱中九州金属工業
板金・プレス加工

㈱シマヅテック

タツミ精工㈱

三晃精機㈱

新日本ステンレス工業㈱

㈱ケイ・エヌ・テック

㈱九州メカニクス
㈲エヌ・ティ・ケイ
㈱アドヴァンス

㈲吉田精工所
山下機工㈱
㈱三原精機

㈱不二宮製作所

㈱フュージョン

㈱マツシマ

企業立地ガイドKUMAMOTO … https://www.kumamoto-investment.jp/

平井精密工業㈱

㈲パリッシュ
萩原エンジニアリング㈱
日本精密電子㈱
㈱二進製作所

ナカヤマ精密㈱
タカムラ・エンタープライズ㈱
ネクサスプレシジョン㈱

㈱ソリューション
㈱サンテック

部品加工
（機械加工・架台・フレーム 等）

㈱ケイ・エム・ケイ

スギモト精工㈱

㈱九州マグテックス
神田工業㈱
㈱甲斐田技研
㈱エムイーエス

㈱池松機工
井手上精機㈲
有明技研㈱
㈲旭野工業

㈱プレシード

吉野電子工業㈱

テクノデザイン㈱
シナジーシステム㈱
シーアイティ㈱

㈱スリーダイン
㈱サンワハイテック
㈱くまさんメディクス

機械・機器設計〜製作

㈱アラオ

㈱エヌエーエスコーポレーション

㈱NTF

㈱植木製作所

令和3年（2021年）11月作成

マイスティア鹿児島サービスセンター

〒104‑0061 東京都中央区銀座5‑3‑16
銀座熊本館3階
TEL03‑3572‑5022 FAX03‑3574‑6714
E―mail：ginzakumamoto@pref.kumamoto.lg.jp

共栄精密人吉事業所

https://www.kmt-ti.or.jp

JNC水俣製造所 河村電器産業 水俣工場
アスカインデックス 水俣高度技術センター

日本電子材料 熊本事業所
応用電機 熊本事業部
ミライアル熊本事業所
ミネロン 熊本工場
井和工業 熊本工場

パナソニックコネクティッドソリューションズ社佐賀工場
パナソニックコネクティッドソリューションズ

SUMCO九州事業所
（伊万里）

パナソニックデバイス佐賀

SUMCO九州事業所
（佐賀）

アースアテンド 熊本事業所
葵精機 熊本事業所
フジクラプレシジョン

伊万里市

クアーズテック長崎

佐々 I.C
佐世保中央I.C

エム・エー・シー テクノロジー
平井精密工業 熊本事業所
日本精密電子 熊本工場
アトム精密 九州工場

長崎I.C

新地I.C

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

荏原製作所 熊本事業所
F-WAVE 熊本工場
荏原フィールドテック 九州工場
京写 九州工場
トッパンエレクトロニクスプロダクツ 熊本工場
九州プレシジョン 玉名工場
●パナソニックIS社デバイスソリューション事業部
サーマル・ノイズSBU熊本工場
●共栄精密 菊水事業所
●マイスティア 和水工場

天草市／●プレシード 天草事業所
●ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング 川尻工場
●メイビスデザイン ●オジックテクノロジーズ
●熊本防錆工業 ●野田市電子
●くまさんメディクス ●三幸九州TEC
●平田機工 熊本本部／熊本工場
●平田機工 楠野工場 ●東邦電子
●空間アートシール ●アラオ
●野毛電気工業 九州事業部
●アイシン九州 ●ホクエツ熊本TC
●タチバナ化成 熊本事業所
●日本ミニコンピュータシステム
●シーディア ●ジーダット
●プリバテック
ミクロ技研 九州工場
●三菱ケミカル 熊本工場
●熊本マランツ ●新菱 熊本工場
ユニテクノ 天草事業所
●中央電子工業 ●九州電子
●理化電子 九州事業所
●プレシード ●ケイ・エム・ケイ
●旭国際テクネイオン精密板金工場
東海カーボン 田ノ浦工場
テラプローブ 九州事業所
JNC水俣製造所 河村電器産業 水俣工場
アスカインデックス 水俣高度技術センター

旭国際テクネイオン
三井ハイテック 直方事業所
三井ハイテック 黍田事業所

椎田南

山都中島西I.C

笠之原I.C

鹿屋串良JCT

人吉球磨スマートI.C

小池高山I.C

豊前

アムコー・テクノロジー・ジャパン 泗水地区
三菱電機液晶事業統括部
日信商工㈱NISCO熊本

倉敷紡績 熊本事業所

直方市

津奈木I.C
水俣I.C
出水I.C
野田I.C

阿久根I.C

薩摩川内水引I.C.

フェニテックセミコンダクタ

高槻電器工業 金峰工場
メテック九州事業所・鹿児島工場

ルネサスエレクトロニクス 錦工場
日本三和エレクトロニクス

九州テクノメタル

マイスティア合志本店・i-tec・Fab1・Fab2工場
三菱電機パワーデバイス製作所 熊本事業所
マイスティア
日本ピラー工業 九州工場
淀川ヒューテック
ローツェ 九州工場
インターアクション 熊本事業所
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 熊本テクノロジーセンター
SUS 熊本事業所
インターテックエンジニアリング
ナカヤマ精密テクニカルセンター

NOK 熊本事業所

サンテック 八代工場

SUMCO TECHXIV宮崎工場

マイスティア 益城本社
HOYA FPD技術開発センター

ジャパンユニックス 熊本テクノセンター

ディスコ 九州支店
SCREEN MFGサービス

クリスタル光学 熊本工場

堀場エステック 阿蘇工場
ナカヤマ精密 熊本工場
三井ハイテック 阿蘇事業所

アムコー・テクノロジー・ジャパン 大津地区
フジデノロ

ワイエイシイメカトロニクス 熊本工場
コスミック 熊本工場
レスターエレクトロニクス
サンユー工業 熊本事業所

テクノフレックス 熊本工場 有明技研 熊本工場
濱田重工 シリコンウェハー事業部
フェニックス精工 熊本工場
信越石英 九州工場
九州エバーロイ

東京応化工業 阿蘇工場

アムコー・テクノロジー・ジャパン

マイスティア大分サービスセンター・大分工場
石井工作研究所 エスティケイテクノロジー
ジャパンセミコンダクター大分事業所

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

※JASM（TSMCとソニーの合弁会社）新工場（2024年末稼働予定）

ルネサスエレクトロニクス 大分工場

日出I.C

北方I.C

メテック九州事業所宮崎工場

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

マイスティア鹿児島サービスセンター
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共栄精密人吉事業所

URL https://www.kumamoto-investment.jp

熊本県企業誘致連絡協議会 … https://e-kbda.jp

〒104‑0061 東京都中央区銀座5‑3‑16
銀座熊本館3階
TEL03‑3572‑5022 FAX03‑3574‑6714
E―mail：ginzakumamoto@pref.kumamoto.lg.jp

企業立地ガイドKUMAMOTO … https://www.kumamoto-investment.jp/

https://www.kmt-ti.or.jp

電子デバイス産業を支えるパワースポット
㈱美加川製作所
㈲鶴丸産業

㈱熊防メタル
㈱ギバル
㈱オジックテクノロジーズ
旭千代田工業㈱

その他（表面処理・熱処理 他）

㈱熊本マランツ
熊本テクノ㈱

㈲熊谷製作所
㈱小川電機
オオクマ電子㈱
㈱H・Iシステック

電気（回路設計）、
電子（回路及び部品）、
ソフト開発

JNCセントラル㈱
横場工業㈱
㈱山本製作所
摂津工業㈱
プラント設計・製造保守関連
（製缶含む）

㈱ミヤムラ
㈱藤興機
ネクサス㈱
㈱上村エンタープライズ
樹脂・射出成型品加工

㈱ユウキ精研
㈱メイソウ

日精電子㈱
㈱徳神
㈱ケイ・エフ・ケイ
㈲鹿本金型機工

金型・治工具、
検査治具設計製造

㈱ユーエムテック
安高金属工業㈱
㈱丸山ステンレス工業

㈱北翔工業
㈱双葉金属

令和3年（2021年）11月作成

板金・プレス加工

㈱ひごいち
㈲永田製作所

㈱中九州金属工業
タツミ精工㈱
新日本ステンレス工業㈱

㈱シマヅテック
三晃精機㈱
㈱ケイ・エヌ・テック

㈱九州メカニクス
㈲エヌ・ティ・ケイ
㈱アドヴァンス

㈲吉田精工所
山下機工㈱
㈱三原精機

㈱マツシマ
㈱フュージョン
㈱不二宮製作所
平井精密工業㈱

ナカヤマ精密㈱
タカムラ・エンタープライズ㈱

㈲パリッシュ
萩原エンジニアリング㈱
日本精密電子㈱
㈱二進製作所

㈱ソリューション
㈱サンテック

スギモト精工㈱
㈱ケイ・エム・ケイ
部品加工
（機械加工・架台・フレーム 等）

ネクサスプレシジョン㈱

㈱九州マグテックス
㈱甲斐田技研

神田工業㈱
㈱エムイーエス

㈱植木製作所
㈱池松機工
井手上精機㈲
有明技研㈱
㈲旭野工業

吉野電子工業㈱
㈱プレシード

テクノデザイン㈱
シナジーシステム㈱
シーアイティ㈱

㈱スリーダイン
㈱サンワハイテック
㈱くまさんメディクス
機械・機器設計〜製作

㈱NTF
㈱エヌエーエスコーポレーション
㈱アラオ

