
つくばイノベーションアリーナ ナノテクノロジー拠点

Macro BEANSセンター
三菱電機(株)
古河電気工業(株)
東芝機械(株)
産業技術総合研究所
ナガセケムテックス(株)

参加組合員
旭ダイヤモンド工業(株)
昭和電工(株)
新日鐵住金(株)
(株)タカトリ
(株)デンソー
(株)東京カソード研究所
(株)東芝
(株)東レリサーチセンター
トヨタ自動車(株)
豊田通商(株)
(株)豊田中央研究所
(株)日産自動車

日立化成(株)
(株)日立製作所
パナソニック(株)
富士電機(株)
(株)フジミインコーポレーテッド
(株)本田技術研究所
三菱電機(株)
(株)明電舎
ローム(株)
関西学院大学
産業技術総合研究所

参加機関(共同研究)
東京大学
東京工業大学
名古屋大学
名古屋工業大学
中部大学
大阪大学
横浜国立大学
宇宙航空研究開発機構
物質・材料研究機構

参加機関(再委託)
(財)電力中央研究所

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター
産業技術総合研究所

一般財団法人
マイクロマシンセンター
セイコーインスツル(株)
(株)デンソー
東京大学大竹研究室
東京大学大場研究室
東芝機械(株)

東北マイクロテック(株)
三島光産(株)
三菱電機(株)
横河電機(株)
ローム(株)

筑波大学
産業技術総合研究所
物質・材料研究機構(株)アルバック

(株)エヌ・ティ・ティ・データ
オムロン(株)
オリンパス(株)
住江織物(株)
セイコーインスツル(株)
(株)セブン-イレブン・ジャパン
ダイキン工業(株)
大日本印刷(株)
高砂熱学工業（株）

(株)デンソー
日清紡ホールディングス(株)
(株)日立製作所
横河電機(株)
ローム(株)
東光電気(株)
東京電力(株)
東京工業大学
産業技術総合研究所
一般財団法人マイクロマシンセンター

富士電機(株)
新日本無線(株)
関西電力(株)
(株)東芝

三菱電機(株)
ローム(株)
東京工業大学
広島大学
奈良先端科学技術大学院大学
大阪大学

東京エレクトロン(株)
東レ(株)
(株)東芝
トヨタ自動車(株)
(株)日立国際電気
富士電機(株)
日立化成(株)
(株)明電舎
(株)リガク
住友電気工業(株)
三菱重工業(株)
JFEスチール(株)
(株)ティマテック
(株)サンケイ・エンジニアリング

産業技術総合研究所
日本ゼオン(株)

物質・材料研究機構
会員
昭和電工(株)
(株)日立製作所
日本電気(株)
(株)デンソー
太陽誘電(株)
サムスン電子(株)

JX日鉱日石金属(株)
新日鐵住金(株)
DIC(株)
(株)エア・リキード・ラボラトリーズ
筑波大学
産業技術総合研究所

物質・材料研究機構

参加組織
(株)日立製作所
(株)東芝
富士通(株)

共同研究・研究委託
名古屋大学
東京大学
慶応義塾大学
東北大学
東京工業大学
奈良先端科学技術大学院大学
大阪大学

明治大学
物質・材料研究機構
高輝度光科学研究センター（SPring-8）
情報通信研究機構
(株)富士通研究所
住友化学(株)
コバレントシリコン(株)

(株)アルバック
ルネサスエレクトロニクス(株)
産業技術総合研究所

共同研究
カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校
ミュンヘン工科大学

富士通(株)
(株)日立製作所
日本電気(株)
日本電信電話(株)
沖電気工業(株)

共同事業
日本電気(株)
研究委託
(株)日立製作所
(株)アルバック
東京大学
京都大学
物質・材料研究機構

共同研究
ルネサスエレクトロニクス(株)
コバレントシリコン(株)
東京エレクトロン(株)
エルピーダメモリ(株)
宇宙航空研究開発機構
産業技術総合研究所

参加企業
日本電信電話(株)
(株)富士通研究所
古河電気工業(株)
(株)トリマティス
日本電気(株)

富士通(株)
日立電線(株)
(株)フジクラ
(株)アルネアラボラトリ
住友電気工業(株)

参加組織
日本電気(株)
富士通(株)
沖電気工業(株)
(株)東芝
古河電工(株)
日本電信電話(株)
NTTエレクトロニクス(株)
産業技術総合研究所
光産業技術振興協会 

共同研究
東京大学
横浜国立大学
京都大学
東京工業大学
早稲田大学

参加企業
(株)プレテック
リソテックジャパン(株)
(株)三明
(株)ピーエムティー
不二越機械工業(株)
フジ･インバック(株)
坂口電熱(株)
アイチシステム(株)
タツモ(株)
(株)フジキン
(株)堀場エステック
(株)デザインネットワーク

サンヨー(株)
大成建設(株)
(株)ロジック･リサーチ
(株)ジーダット
TOOL(株)
横河フィールドエンジニアリングサービス(株)
岡本硝子(株)
(株)米倉製作所
光洋サーモシステム(株)

共同研究・研究委託
横浜国立大学

共同研究・研究委託
産業技術総合研究所
大阪大学
京都大学
京都工芸繊維大学
慶応義塾大学
神戸大学
芝浦工業大学
中央大学
筑波大学
電気通信大学
東京大学
東京理科大学
立命館大学

参加企業
富士通(株)
富士通セミコンダクター(株)
三菱電機(株)
(株)日立製作所
(株)日立国際電気
日本電気(株)
(株)東芝
東京エレクトロン(株)
(株)荏原製作所
ルネサスエレクトロニクス(株)

共同研究
Intel Corporation
Samsung Electronics Co., Ltd.
SanDisk Corporation
SK hynix Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.
兵庫県立大学
大阪大学
東北大学
(株)荏原製作所
レーザーテック(株)
東京エレクトロン(株)
産業技術総合研究所

株主会社
旭硝子(株)
大日本印刷(株)
富士フイルム(株)
HOYA(株)
JSR(株)
日産化学工業(株)
ルネサスエレクトロニクス(株)
信越化学工業(株)
東京応化工業(株)
凸版印刷(株)
(株)東芝

参加組合員
(株)東芝
(株)日産自動車
(株)日立製作所
富士電機(株)
三菱電機(株)
サンケン電気(株)
(財) 新機能素子研究開発協会

参加機関(共同研究)
首都大学東京
千葉大学
東京工業大学
産業技術総合研究所
宇宙航空研究開発機構

筑波大学
芝浦工業大学
東京理科大学
産業技術総合研究所
物質・材料研究機構

2013年1月現在

先端ナノ計測施設●

電子顕微鏡施設
MEMSファウンダリ
高分解能NMR施設
脳機能計測評価施設
ナノプロセシング施設●

機能性酸化物ナノテクノロジー研究拠点●

低炭素化材料設計・創製ハブ拠点●

ナノテクノロジープラットフォーム●
  （微細構造解析／微細加工／分子・物質合成）

ナノサイエンスプロジェクト共用装置
ナノテクノロジープラットフォーム(微細加工)●

マルチタンデム加速器施設
　（応用加速器部門）●

放射光科学研究施設
　（フォトンファクトリー; PF）●

●：文部科学省 先端研究施設共用促進事業に参画
●：文部科学省 低炭素研究ネットワーク事業に参画
●：文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム事業に参画

(株)東芝
日本電気(株)
(株)日立製作所
富士通(株)
富士通セミコンダクター(株)
三菱電機(株)
ルネサスエレクトロニクス(株)
産業技術総合研究所

CNT事業部
日本電気(株)
東レ(株)
帝人(株)
日本ゼオン(株)
住友精密工業(株)
産業技術総合研究所

物質・材料研究機構
「オープンラボ」参加機関
兵庫県立大学
(株)住化分析センター
鶴岡工業高等専門学校
豊橋技術科学大学
福岡教育大学
お茶の水女子大学
九州大学
東北大学

北海道大学
東京ガス(株)
大陽ステンレススプリング(株)
神奈川大学
名古屋大学
秋田大学
(株)トーカン

産業技術総合研究所
筑波大学
京都大学
東京大学
大阪大学
東京工業大学
関西学院大学
高エネルギー加速器研究機構
物質・材料研究機構
(株)アルバック
新日鐵住金マテリアルズ(株)
新日鐵住金(株)
新日本無線(株)
ヤマハ(株)
(株)デンソー

①グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発

②フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発

①産総研 N-MEMSファンドリー（TKB812）

②つくばナノテク拠点産学独連携人材育成プログラム

MNOIC

東京大学

東北大学 省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター

技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)

③産総研 SiC量産試作ライン

筑波大学

③低炭素化材料設計・
　  創製ハブ拠点

①TIAナノグリーン

高エネルギー加速器研究機構

②グリーンセンサ・ネットワークシステム技術開発プロジェクト

③異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト
　  (BEANSプロジェクト)

②低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト

②低炭素社会を実現する
　  革新的カーボンナノチューブ複合材料開発プロジェクト

①マイクロシステム融合研究開発

①CNT量産実証プラント事業

③つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）

①低炭素社会創成へ向けた
　  炭化珪素(SiC)革新パワーエレクトロニクスの研究開発

産業技術総合研究所

Nプロジェクト
技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET)

Mプロジェクト
技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構(FUPET)

京都大学

電力中央研究所

産業技術総合研究所 物質・材料研究機構

産業技術総合研究所 連携研究体
グリーン・ナノエレクトロニクスセンター(GNC)

産業技術総合研究所

京都大学

東京工業大学

横浜国立大学

③省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発

⑥光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点

⑤低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト 超低電圧デバイス技術研究組合(LEAP)

(株)EUVL基盤開発センター(EIDEC)

技術研究組合BEANS研究所

産業技術総合研究所

技術研究組合光電子融合基盤技術研究所（PETRA）

⑦革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ） ミニマルファブ技術研究組合

①つくばイノベーションアリーナ(TIA)
　 大学院連携コンソーシアム

②産総研 スーパークリーンルーム（SCR）

つくばイノベーションアリーナ
ナノエレクトロニクスコンソーシアム

技術研究組合NMEMS技術研究機構
グリーンセンサ・ネットワーク研究所

技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構(TASC)

②ナノ材料科学環境拠点（GREEN）

④超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発

⑧次世代半導体微細加工・
　  評価基盤技術の開発ナノテク共用施設

N-MEMS

ナノ材料安全評価

カーボンナノチューブ

パワー
エレクトロニクス ナノグリーン

ナノエレクトロニクス

ナノデバイス実証・
評価ファンドリー

ナノテク大学院連携

国立大学法人
筑波大学

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器
研究機構 (KEK)

独立行政法人
物質・材料研究機構

独立行政法人
産業技術総合研究所



TIA-nanoの多彩な連携　記載機関

①グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発

②フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発

③省エネルギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発

④超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発

⑤低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト

⑥光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点

⑦革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ）

⑧次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発

①低炭素社会創成へ向けた炭化珪素(SiC)
　革新パワーエレクトロニクスの研究開発

②低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト

③つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）

①マイクロシステム融合研究開発

②グリーンセンサ・ネットワークシステム技術開発プロジェクト

③異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト
　（BEANSプロジェクト）

①TIAナノグリーン

②ナノ材料科学環境拠点（GREEN）

③低炭素化材料設計・創製ハブ拠点

①CNT量産実証プラント事業

②低炭素社会を実現する革新的カーボンナノチューブ複合材料
　開発プロジェクト

①産総研 N-MEMSファンドリー（TKB812）

②産総研 スーパークリーンルーム（SCR）

③産総研 SiC量産試作ライン

①つくばイノベーションアリーナ(TIA)大学院連携コンソーシアム

②つくばナノテク拠点産学独連携人材育成プログラム

プロジェクト等一覧
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ICT機器の消費電力を1/10～1/100に低減するために、低電圧動作CMOS技術、低抵抗ナノ
カーボン配線技術、そして、超低消費電力超格子相変化材料の開発を行っています。

光によるLSIチップ間配線の実現に向けて、フォトニクスとエレクトロニクスを融合させた革新
的光デバイス技術とシステム実証に向けた集積化技術を開発しています。

スピントロニクスの材料から素子・プロセス・回路IP・設計ツールまでを一貫して研究開発し、
スピントロニクス論理集積回路の高性能かつ省エネルギー性を実証します。

情報機器間／内の光配線実現に向けて、フォトニクス・エレクトロニクス融合集積回路・デバ
イスとそれらの実装技術を開発しています。

LSIの配線層に可変抵抗材料を埋め込み、情報記憶を電荷蓄積から抵抗変化に変えた超低電
圧BEOLデバイスを開発しています。

超低消費電力の革新的ネットワークの実現をめざして技術拠点を構築し、光スイッチデバイ
ス、伝送、ネットワークの技術を開発しています。

ハーフインチウェハを用いて工場投資額を1/1000とする超小型半導体製造工場～ミニマルファ
ブを実現するためのミニマル装置群、ウェハ、超小型部品等、必要要素技術を開発しています。

次世代のリソグラフィ（露光）技術として有望なEUVL（極端紫外線リソグラフィ）の基盤技術
（マスク技術とレジスト技術）を開発しています。

我が国の電力網を革新する超高耐圧（第三世代）SiCパワー半導体デバイスを開発します。

自動車（鉄道）産業機器用のSiCパワー半導体材料・デバイス（第二世代）を開発します。

日本型オープンイノベーションを推進する民活型共同研究体です。

MEMS、電子回路、機能性材料などの異種要素を集積したマイクロシステムを開発するため、
「ヘテロ集積化量産試作」と「高効率MEMS融合製造技術」に取り組んでいます。

無線通信機能、自立電源機能及び低消費電力機能の搭載を実現する革新センサの開発を行い、エ
ネルギー消費量の見える化・最適化を可能にするセンサネットワーク実証実験に取り組んでいます。

異分野融合による新しい微細加工技術として、「非真空高品位ナノ機能膜大面積形成プロセ
ス技術」と「繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術」を開発しています。

会員制オープンイノベーション拠点で、最先端設備の利用、情報・人・技術との出会い、創出さ
れた知財の無償実施権などが魅力です。

太陽光から出発するエネルギーフローに関わる二次電池、燃料電池、太陽電池など一連の材
料に共通する課題を対象に、計算科学と高度解析技術のナノ基盤技術を駆使して理論と実験
を融合させ、基礎基盤に立ち返って問題解決に取り組んでいます。

物質・材料創製、加工、評価および設計の先端装置28点を広く有償にて開放し、NIMS専門家
集団のサポートの下に、低炭素化に関わる先端研究を積極的に支援します。

優れた特性を有する単層カーボンナノチューブを用いた革新的複合材料を新規産業の起爆剤に!

革新的な機能を有するカーボンナノチューブ複合材料を提供します。

最新8インチMEMSライン、MEMSのオープンイノベーション拠点です。

CMOSと新材料を融合するウェハ径100ｍｍ/300ｍｍｍの半導体試作ラインです。

TIA-nanoパワーエレクトロニクス拠点の中核となるSiCデバイス量産ラインです。

全国の各大学が得意なナノテク分野で相補的に連携して人材育成を行う仕組みとして大学
院連携コンソーシアムを形成。さらに「TIA-nanoの最先端インフラ」活用した産学官に開かれ
た共同運営システムの構築を目指します。
つくばの地の利を活かし、共鳴場形成による研究レベルの向上を足場に、次世代のナノテクノ
ロジーをリードする博士人材を育成します。
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アイチシステム(株) ナノエレ⑦
秋田大学 ナノグリーン②
旭硝子(株) ナノエレ⑧
旭ダイヤモンド工業(株) パワエレ②M
(株)アルネアラボラトリ ナノエレ⑥
(株)アルバック ナノエレ①、ナノエレ③、パワエレ③、MEMS②
Intel Corporation ナノエレ⑧
宇宙航空研究開発機構 ナノエレ③、パワエレ②N、パワエレ②M
(株)エア・リキード・ラボラトリーズ ナノグリーン①
SK hynix Inc. ナノエレ⑧
NTTエレクトロニクス(株) ナノエレ④
(株)エヌ・ティ・ティ・データ MEMS②
(株)荏原製作所 ナノエレ⑤、⑧
エルピーダメモリ(株) ナノエレ③
大阪大学 ナノエレ①、ナノエレ⑤、ナノエレ⑧、パワエレ①、  
 パワエレ②M、パワエレ③
岡本硝子(株) ナノエレ⑦
沖電気工業(株) ナノエレ②、④
お茶の水女子大学 ナノグリーン②
オムロン(株) MEMS②
オリンパス(株) MEMS②
 
神奈川大学 ナノグリーン②
カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校 ナノエレ②
関西学院大学 パワエレ②M、パワエレ③
関西電力(株) パワエレ①
九州大学 ナノグリーン②
京都大学 ナノエレ②、ナノエレ③、ナノエレ④、ナノエレ⑤、
 パワエレ①、パワエレ③
京都工芸繊維大学 ナノエレ⑤
慶応義塾大学 ナノエレ①、ナノエレ⑤
高エネルギー加速器研究機構 パワエレ③
高輝度光科学研究センター（SPring-8） ナノエレ①
神戸大学 ナノエレ⑤
光洋サーモシステム(株) ナノエレ⑦
コバレントシリコン(株) ナノエレ①、ナノエレ③
 
坂口電熱(株) ナノエレ⑦
Samsung Electronics Co., Ltd. ナノエレ⑧
サムスン電子(株) ナノグリーン①
産業技術総合研究所 ナノエレ①、ナノエレ②、ナノエレ③、ナノエレ④、
 ナノエレ⑤、ナノエレ⑧、パワエレ①、パワエレ②N、
 パワエレ②M、パワエレ③、CNT①、CNT②、MEMS①、
 MEMS②、MEMS③、ナノグリーン①、
 ナノテク大学院①、ナノテク大学院②、ファンドリー②
(株)サンケイ・エンジニアリング パワエレ③
サンケン電気(株) パワエレ②N
SanDisk Corporation ナノエレ⑧
(株)三明 ナノエレ⑦
サンヨー(株) ナノエレ⑦
(株)ジーダット ナノエレ⑦
JSR(株) ナノエレ⑧
JX日鉱日石金属(株) ナノグリーン①
JFEスチール(株) パワエレ③
芝浦工業大学 ナノエレ⑤、ナノテク大学院①
首都大学東京 パワエレ②N
情報通信研究機構 ナノエレ①
昭和電工(株) パワエレ②M
信越化学工業(株) ナノエレ⑧
(財) 新機能素子研究開発協会 パワエレ②N
新日鉄住金マテリアルズ(株) パワエレ③
新日鐵住金(株) パワエレ②M、パワエレ③、
 ナノグリーン①
新日本無線(株) パワエレ①、パワエレ③
(株)住化分析センター ナノグリーン②
住江織物(株) MEMS②
住友化学(株) ナノエレ①
住友精密工業(株) CNT②
住友電気工業(株) ナノエレ⑥、パワエレ③
セイコーインスツル(株) MEMS②、ファンドリー①
(株)セブン-イレブン・ジャパン MEMS②
 
ダイキン工業(株) MEMS②
大成建設(株) ナノエレ⑦

大日本印刷(株) ナノエレ⑧、MEMS②
太陽誘電(株) ナノグリーン①
大陽ステンレススプリング(株) ナノグリーン②
Taiwan Semiconductor Manufacturing  Company, Ltd.　ナノエレ⑧
高砂熱学工業（株） MEMS②
(株)タカトリ パワエレ②M
タツモ(株) ナノエレ⑦
千葉大学 パワエレ②N
中央大学 ナノエレ⑤
中部大学 パワエレ②M
筑波大学 ナノエレ⑤、パワエレ③、ナノグリーン①、
 ナノテク大学院①、ナノテク大学院②
鶴岡工業高等専門学校 ナノグリーン②
DIC(株) ナノグリーン①
帝人(株) CNT②
(株)ティマテック パワエレ③
(株)デザインネットワーク ナノエレ⑦
電気通信大学 ナノエレ⑤
(株)デンソー パワエレ②M、パワエレ③、MEMS②、
 ナノグリーン①、ファンドリー①
(財)電力中央研究所 パワエレ①、パワエレ②M
TOOL(株) ナノエレ⑦
東京エレクトロン(株) ナノエレ③、ナノエレ⑤、ナノエレ⑧、パワエレ③
東京応化工業(株) ナノエレ⑧
東京ガス(株) ナノグリーン②
(株)東京カソード研究所 パワエレ②M
東京工業大学 ナノエレ①、ナノエレ②、ナノエレ④、パワエレ①、
 パワエレ②N、パワエレ②M、パワエレ③、MEMS②
東光電気(株) MEMS②
(株)東芝 ナノエレ①、ナノエレ④、ナノエレ⑤、ナノエレ⑧、  
 パワエレ①、パワエレ②N、パワエレ②M、
 パワエレ③、ファンドリー②
東芝機械(株) MEMS③、ファンドリー①
東京大学 ナノエレ①、ナノエレ②、ナノエレ③、ナノエレ④、
 ナノエレ⑤、パワエレ②M、パワエレ③
東京大学大竹研究室 ファンドリー①
東京大学大場研究室 ファンドリー①
東京電力(株) MEMS②
東北大学 ナノエレ①、ナノエレ⑧、ナノグリーン②
東北大学マイクロシステム融合研究開発センター　MEMS①
東北マイクロテック(株) ファンドリー①
東京理科大学 ナノエレ⑤ナノテク大学院①
東レ(株) パワエレ③、CNT②
(株)東レリサーチセンター パワエレ②M
(株)トーカン ナノグリーン②
凸版印刷(株) ナノエレ⑧
トヨタ自動車(株) パワエレ②M、パワエレ③
(株)豊田中央研究所 パワエレ②M
豊田通商(株) パワエレ②M
豊橋技術科学大学 ナノグリーン②
(株)トリマティス ナノエレ⑥
 
ナガセケムテックス(株) MEMS③
名古屋大学 パワエレ②M、ナノグリーン②
名古屋工業大学 ナノエレ①、パワエレ②M
奈良先端科学技術大学院大学 ナノエレ①、パワエレ①
日産化学工業(株) ナノエレ⑧
(株)日産自動車 パワエレ②N、パワエレ②M
日清紡ホールディングス(株) MEMS②
日本ゼオン(株) CNT①、②
日本電気(株) ナノエレ②、ナノエレ③、ナノエレ④、ナノエレ⑤、
 ナノエレ⑥、CNT②、ナノグリーン①、ファンドリー②
日本電信電話(株) ナノエレ②、④、⑥
 
パナソニック(株) パワエレ②M
(株)ピーエムティー ナノエレ⑦
光産業技術振興協会 ナノエレ④
日立化成(株) パワエレ②M、パワエレ③
(株)日立国際電気 ナノエレ⑤、パワエレ③
(株)日立製作所 ナノエレ①、ナノエレ②、ナノエレ③、ナノエレ⑤、  
 パワエレ②N、パワエレ②M、MEMS②、
 ナノグリーン①、ファンドリー②
日立電線(株) ナノエレ⑥
兵庫県立大学 ナノエレ⑧、ナノグリーン②
広島大学 パワエレ①

福岡教育大学 ナノグリーン②
フジ･インバック(株) ナノエレ⑦
不二越機械工業(株) ナノエレ⑦
(株)フジキン ナノエレ⑦
(株)フジクラ ナノエレ⑥
富士通(株) ナノエレ①、ナノエレ②、ナノエレ④、ナノエレ⑤、
 ナノエレ⑥、ファンドリー②
(株)富士通研究所 ナノエレ①、ナノエレ⑥
富士通セミコンダクター(株) ナノエレ⑤、ファンドリー②
富士電機(株) パワエレ①、パワエレ②N、パワエレ②M、③
富士フイルム(株) ナノエレ⑧
(株)フジミインコーポレーテッド パワエレ②M
物質・材料研究機構 ナノエレ①、ナノエレ③、パワエレ②M、パワエレ③、
 ナノグリーン①、ナノグリーン②、ナノグリーン③、
 ナノテク大学院①、ナノテク大学院②
横河電機(株) ファンドリー①
古河電気工業(株) ナノエレ④、ナノエレ⑥、MEMS③
(株)プレテック ナノエレ⑦
北海道大学 ナノグリーン②
HOYA(株) ナノエレ⑧
(株)堀場エステック ナノエレ⑦
(株)本田技術研究所 パワエレ②M
 
一般財団法人マイクロマシンセンター MEMS②、ファンドリー①

三島光産(株) ファンドリー①
三菱重工業(株) パワエレ③
三菱電機(株) ナノエレ⑤、パワエレ①、パワエレ②N、パワエレ②M、
 MEMS③、ファンドリー①、ファンドリー②
ミュンヘン工科大学 ナノエレ②
明治大学 ナノエレ①
(株)明電舎 パワエレ②M、パワエレ③

ヤマハ(株) パワエレ③
横河電機(株) MEMS②
横河フィールドエンジニアリングサービス(株)　ナノエレ⑦
横浜国立大学 ナノエレ②、ナノエレ④、ナノエレ⑦、パワエレ②M
(株)米倉製作所 ナノエレ⑦
 
(株)リガク パワエレ③
リソテックジャパン(株) ナノエレ⑦
立命館大学 ナノエレ⑤
ルネサスエレクトロニクス(株) ナノエレ①、ナノエレ③、ナノエレ⑤、ナノエレ⑧、  
 ファンドリー②
レーザーテック(株) ナノエレ⑧
ローム(株) パワエレ①、パワエレ②M、MEMS②、ファンドリー①
(株)ロジック･リサーチ ナノエレ⑦
 
早稲田大学 ナノエレ④


