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カラーフィルタ

TFT液晶ディスプレイ

反射防止フィルム
（株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム）

有機ELメタルマスク

銅タッチセンサー
（株式会社VTSタッチセンサー）

調光フィルム「LC MAGICTM」

半導体製造の前工程に不可欠な回路パターン原版であるフォトマスクや、

LSIデザインサービス、イメージセンサー向けオンチップカラーフィルタなどのウェ

ハプロセッシングサービス、後工程で使用される半導体パッケージ関連製品の

ほか、各種の金属エッチング部材などを開発・製造を行なっています。

ディスプレイをカラー化するために不可欠なカラーフィルタ、ディスプレイ
の反射を抑えて高いコントラストを実現する反射防止フィルム、軽快なタッ
チ操作を可能にするタッチパネル用銅フィルムセンサー、有機ELディスプ
レイ用メタルマスクのほか、高精細・低消費電力のTFT液晶ディスプレイ
などの開発・製造を行っています。
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フォトマスク/ナノインプリントモールド
（株式会社トッパンフォトマスク）

オンチップカラーフィルタ

FC-BGAサブストレート

リードフレーム/エッチング応用製品

LSIデザイン/LSIターンキーサービス
（株式会社トッパン・テクニカル・デザインセンター）
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LSIデザインサービス、イメージセンサー向けオンチップカラーフィルタなどのウェ

ハプロセッシングサービス、後工程で使用される半導体パッケージ関連製品の

ほか、各種の金属エッチング部材などを開発・製造を行なっています。

ディスプレイをカラー化するために不可欠なカラーフィルタ、ディスプレイ
の反射を抑えて高いコントラストを実現する反射防止フィルム、軽快なタッ
チ操作を可能にするタッチパネル用銅フィルムセンサー、有機ELディスプ
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光がカラーフィルタを通ることでカラー画像が生み出されます。 カラーフィルタの製造方法は多数存在しますが、顔料をベースとしたカラー
レジストをガラス上に塗布し、露光や現像を伴うフォトリソグラフィ（フォトリソ）法が
現在の主流です。

薄いガラス基板上に、赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の光を透過させる
カラーレジストのパターンと、黒色表示時の光もれと隣接しあうカラーレジスト
同士の混色を防ぐブラックマトリクスを形成し、TFTアレイ基板との共通
電極となるITO（透明導電）膜を形成したものがカラーフィルタの基本構
造です。

R G B

ITO（透明導電）膜RGBパターン

ブラックマトリクス（BM）ガラス基板

大型テレビからスマートフォンまで
幅広い用途向けに提供

液晶ディスプレイをはじめ、さまざまなディスプレイの画
質を左右する重要な部材がカラーフィルタです。トッパ
ンは、印刷の製版技術をベースとする超微細加工
技術を応用し、1971年にビデオカメラ向け撮像管用
カラーストライプフィルタを開発しました。以来、カラー
フィルタのトップメーカーとして、大型テレビからタブレッ
ト端末、スマートフォンまで、さまざまな用途向けにカラー
フィルタを提供しています。

バックライトの光もれやRGBの
混色防止のために、最初にブ
ラックマトリクスを形成します。

ブラックマトリクス

ガラス基板

ブラックマトリクス形成（低反射クロム、樹脂）1

ガラス基板全面に、
カラーレジストを塗布します。

カラーレジスト塗布2

フォトマスクを介して
パターン露光してUV硬化し、
不溶化させます。

露光3

現像液によりカラーレジストの
不要な部分を除去したあと、
ベークにて硬化させます。

現像・ベーキング4

「カラーレジスト塗布」「露光」
「現像・ベーキング」工程を
RGB3色繰り返します。

★「 2～ 4 」繰り返し

スパッタリング法を用いてITO
（透明導電）膜を形成します。

ITO膜形成5

2枚のガラス（カラーフィルタと
TFTアレイ）のセルギャップをより
高度に制御して画質の向上を図
るため、フォトスペーサー（PS）を
形成します。

PS工程6

カラーレジスト膜

ITO（透明導電）膜

PS（フォトスペーサー）

偏光板
ガラス基板

液晶

反射板
ケース
LED

導光板
拡散板
プリズムシート
偏光板
ガラス基板

反射防止フィルム

カラーフィルタ

カラーフィルタ
〈拡大イメージ〉

カラーフィルタの構造

カラーフィルタの製造工程カラーLCDパネルの構造

光フォトマスク

カラーフィルタ
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独自のHAST技術による高透過率技術と外光利用反射設計技術を
融合して開発した「Blanview液晶」は、直射日光下でも屋内でもあら
ゆる環境下で、美しい表示を低消費電力で実現しています。

産業機器向けを中心にさまざまな
アプリケーション用に製品を提供

オルタスブランドのTFT液晶ディスプレイは、HASTⓇ

（Hyper Amorphous Silicon TFT）をコアテクノ
ロジーに、屋外視認性を高めるとともに、高画素数・
高精細・低消費電力を実現。産業機器などに搭載
され高い評価をいただいています。
今後もさらなる屋外視認性向上と低消電力化に向
け製品開発を続け、お客さまによりよい製品を提供し
ていきます。

● 超高精細TFTアレイ加工技術

● 超狭ピッチCOG接合技術

● 微細低抵抗配線技術

● 高画質光学設計技術

直射日光下

輝度30％アップ

バックライト消費電力
30％削減

高開口率設計で、かつ透過画素エリア
ではない場所に反射電極を配置、パネ
ル内の内面反射の影響を受けにくく、
低消費電力と屋外視認性の向上を可能
にしました。

屋内

Hyper Amorphous Silicon TFT

TFT-LCD 反射電極

 屋 内

反射電極

 屋 外 屋 外

 屋 外

通常のa-Si TFT ORTUSTECH 
a-Si TFT(HAST）

透過画素エリアに反射電極を配置。
太陽光を有効活用し屋外視認性を高
める一方、屋内ではより多くの電力が
消費されます。

屋外では太陽光によるLCDの

表面反射光の影響で、画像

品位が劣化します。

バックライトを光源とし、屋

内では綺麗な表示を実現し

ます。

独自の高反射性能 卓越した屋外視認性

超高精細・高画質アモルファスシリコンTFT 「Blanview」の優れた特長

TFT液晶ディスプレイ

究極の低消費電力と屋外視認性を実現した「Blanview-2」

圧倒的な超低消費電力

透過型TFT-LCD  半透過型TFT-LCD（他社） 
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開口率30%アップ !!
（2.4”QVGA 換算）



  製品バリエーション

ディスプレイ画像の視認性を向上

ディスプレイの最表面に搭載され、外光の反射や映り
込みなどを抑える光学フィルムです。反射防止特性、
帯電防止性能に優れ、高コントラストを実現するLR
（Low Reflection：低反射）フィルムや、優れた防眩
性を持ち、ディスプレイの映り込みを抑制するAG
（Anti Glare：防眩）フィルムなど、用途別にさまざまな
表面処理フィルムを取り揃えています。また、ホコリや汚
れを付きにくくし、強度や耐性を高めるなど、ディスプレイを
しっかりと保護します。
トッパンの反射防止フィルムは、株式会社トッパン
TOMOEGAWAオプティカルフィルムが製造・販売して
います。

反射防止層とベースフィルムの界面で反射する光が、反射防止層の表
面で反射する光と、同振幅、逆位相になるようにフィルムの構造を設計。
２つの光が干渉により打ち消しあい、反射を抑制しています。

ベースフィルムの表面に形成されたハードコート層の中に微粒子が配置
され、表面凹凸が形成されています。この凹凸が外光を散乱させること
で、外光などのディスプレイへの映り込みを抑制します。

ベースフィルム

ハードコート層

反射防止層

フィルムあり フィルムなし

反射防止フィルム

LR
（Low Reflection）

CHC
（Clear Hard Coat）

AG
（Anti Glare）

反射率 0.1%～1.0% 4.0% ̶

構   成 

特   長

・高コントラスト性（色再現性）
・低反射率
・高い帯電防止性能
・高防汚性

・干渉ムラが少ない
・高強度

・映り込み防止性能
・用途に応じた製品ラインアップ
 （高ヘイズ～低ヘイズ）

主な用途 ●テレビ、モニタ、ノートパソコンなど

  ベースフィルム

ハードコート

（帯電防止層）

LR層

  ベースフィルム

  ハードコート（CHC）

  ベースフィルム

  ハードコート（AG）

表面反射光

干渉による打ち消しあい

界面反射光
（逆位相）

ベースフィルム

反射防止層

外光
表面反射光 界面反射光（逆位相）

ベースフィルム

ハードコート層
（Anti Glare）

外光

微粒子

散乱光

  反射防止フィルムの構造

   外光の映り込みを抑制する原理（AG）

光の反射を防止する原理（LR）

反射防止フィルム
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ガラス基板

発光画素

メタルマスク

蒸着源（熱源）

タッチセンサーの企画から製造まで
をトータルにサポート

銅は電気抵抗値が低いことから伝導性が高く、面積が広い大型の機器に使用しても
動作の高速性などへの影響を小さく抑えることができます。

トッパンのエッチング技術を駆使
した超高精細メタルマスク

材料板厚 0.030 ～ 0.200mm(t)

ピッチ精度 ± 0.005mm／板厚 0.030mm(t)
470 × 700mm面内

開口精度 ± 0.003mm／板厚 0.030mm(t)

最小開口幅 0.030mm／板厚 0.030mm(t)
0.050mm／板厚 0.050mm(t)

有機ELメタルマスクの使われ方

   細線化・黒化処理
銅メッシュでは最も細い3μmの線幅を実現しました。銅の4面黒化処理も可能でセンサー
電極が目立ちにくくなり、大幅に視認性が向上します。

   片側配線
エッチングでセンサーメッシュと引き出し配線を一括形成し加工精度を向上させると同時
に、低抵抗のため引き出し配線を片側のみにすることが可能で狭額縁化を実現しました。

   線の両面一括パターニング
フィルムの両面に一括して銅配線をパターニングすることで、2枚のフィルムを貼り合わせる
工程が不要となります。工程がシンプルになり、精度も高めることができます。

主な仕様有機ELメタルマスクの使われ方

銅センサーの優位性

低分子有機ELディスプレイの製作工程で、RGB発光
画素をガラス基板上に蒸着するための金属マスクで
す。
有機ELメタルマスクには、高い開口寸法精度と発光
画素を効率的に蒸着させる断面形状が求められます。
トッパンは高い技術力で金属の腐食をコントロールした
メタルマスクを製造しています。

主な特長と仕様

有機ELメタルマスク

銅タッチセンサー
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PET（50μm,100μm）
センサー部分  
配線部分             
配線部分             
センサー部分  
タッチパネル状態  
タッチパネル状態 
４面黒化可能
～ 60インチ （最大幅 800mm）

 基材    
 パターン
  
 
 性能     
      
     
      
 最大サイズ

 低抵抗　　
 高透過率  
 銅黒化処理  
 電極と引出し配線を一括形成   
 Roll to Roll 製造方式

大型化、高ノイズ耐性、狭額縁
高い視認性
コントラストの向上
狭額縁、品質安定、工程削減(低コスト)
高い生産性

→
→  　　　
→  　　　
→
→

：
：
：
：
：
：
：
：
：

最小線幅
最小線幅
最小間隙
抵抗値
透過率
ヘイズ  
黒化処理 

  3μm
15μm
20μm
5Ω
88%
1.5%

トッパンはエレクトロニクス製品で培った微細加工技
術を応用展開し、タッチパネル用の銅センサーフィル
ムを開発。銅を電極材として使用することで、抵抗値
を大幅に低減、操作性の向上と大型化・軽量化を
可能としました。タッチセンサーの企画・設計から生
産まで、お客さまのさまざまなニーズにお応えします。
トッパンの銅タッチセンサーは株式会社VTSタッチセ
ンサーが製造しています。



調光フィルム「LC MAGICTM」の特長

光のマジックで、空間が活きる広がる。
「見せる」「見せない」「映し出す」、
液晶調光フィルム。

LC-MAGICは、ディスプレイ事業などで培った液晶
技術を応用開発した超薄型液晶フィルムです。電気
のON/OFFで、透明/不透明を切り替えることができ
ます。ブラインドやカーテンにかわる用途として、さらにサ
イネージのスクリーンとしても使用できる画期的な製品
として注目を集めています。

  高い透明性とプライバシーの確保が両立できる
業界最高クラスの透明性を実現。
正面はもちろん、斜めから見た透明性も高く、クリアな視界を確保します。

  自由な形状に加工ができる（デザイン・意匠性への対応）
モジュール化前に適切な電気設計を行った上で、自由な形状に加工可能。

  超薄型化で曲面形状、後貼り加工ができる
薄型フィルムのため、曲面形状への対応や既存ガラスへの後貼り施工が容易。

  スクリーンとして映像投射ができる
光学的な視点で開発しており、不透明時には4K映像などの高画質高精細な
映像の投射が可能。広告・演出に活用可能。

  視野角が広い
上下・左右視野角160度を確保。

  調光（透明度の調整）ができる
コントローラーを利用することでスムーズな透明度の調節を実現。  
     ※ノーマルモードのみ対応

  Roll to Roll で生産
自社工場にてRoll to Rollで生産。幅広い用途に対応します。
※最大寸法は1,450mm×3,000mm

  高品質な製品を安定供給する万全な生産体制
チリやほこりが付着しないクリーンルームで生産（クラス100）。
印刷で培われた塗布・ラミネート技術を応用。
エレクトロニクスで培われた高度な品質管理。

実際の高分子
（電子顕微鏡で撮影）

液晶が不均衡に配向。
液晶と高分子の屈折率が不一致な
ため散乱状態となり不透明になる。

調光フィルム

液晶が均衡に配向。
液晶と高分子の屈折率が

一致するため透明状態になる。

入
射
光

光
散
乱

入
射
光

透
過

透明導電膜
PETフィルム

透明時不透明時

高分子
液晶
入
射
光

入
射
光

光
散
乱

入
射
光

透
過

透明導電膜
PETフィルム

透明時不透明時

高分子
液晶
入
射
光

透明時不透明時

※LC MAGICおよびLC MAGICロゴは、凸版印刷株式会社の登録商標です。

 常設展示（トッパン芝浦ビル） 世界初、電源オフ（非通電）時に「透明」な新タイプ

     リバースモード  ノーマルモード

製品ラインアップ

  OFF / 不透明   ON / 透明    ON / 不透明OFF / 透明
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フォトマスクの使われ方 フォトマスクの種類

  フォトマスク表面の拡大図

  露光プロセス図

フォトマスクの表面に加工された半導体の回路パターンは、紫外
光によってシリコンウェハ表面のフォトレジスト（感光性樹脂）上
に転写されます。
その際、パターンはステッパ（露光装置）の縮小レンズにより、通
常4分の1サイズに縮小されます。

A A A A A

A A A A
A A A
A A A

A A A

A A A A
A A A A

A
A

A A A
A A A
A A A
A A

A
A

紫外光

フォトマスク

縮小レンズ

シリコンウェハ

フォトマスクはLSIなど半導体チップの製造工程で回路
原版として使用される重要部材です。表面にクロムなど
の金属製遮光膜が形成された合成石英ガラスに、電
子ビームやレーザーで描画された回路パターンがエッ
チング加工されています。
トッパンは世界７ヶ国にフォトマスク製造拠点を持ち、世界
中のお客さまに高品質なフォトマスクを提供しています。

最先端のリソグラフィ技術で
半導体業界に貢献

フォトマスク
表面の拡大図

  バイナリーマスク
遮光膜のパターンのみで形成されるマスクです。
単純に光を透過する／遮断するという機能のみのマスクで、主として露光
波長以上の太さのパターン形成に用いられます。

  EUVマスク
次世代フォトリソグラフィー技術で、既存のDUV光よりもさらに短い波長の
EUV光用いて反射光学系の露光システムでパターンニングします。

  位相シフトマスク
光の位相や透過率を制御する事で、ウエハへの露光時の解像度や焦点深度
(DOF：Depth of Focus)を改善し、転写特性を向上させたフォトマスクです。

   シリコンステンシルマスク
パターンを形成するためにナノスケールの貫通開口を加工した電子ビーム
リソグラフィ用のフォトマスクです。

フォトマスク / ナノインプリントモールド

https://www.photomask.co.jp

トッパンフォトマスクは、トッパンのフォトマスク事業を受け継ぎ、
2022年4月に新会社として事業を開始しました。
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各種フォトマスク

  石英モールド

 ナノインプリントモールド

   シリコンモールド

トッパンは、半導体向けフォトマスクのほか、各種産業用・研究開発用など、
さまざまな用途向けにも高精細で信頼性の高いフォトマスクを提供しています。

・ IC（バンプ）用マスク
・ LED用マスク
・ 装置精度管理用マスク

  供給実績例

・ MEMS用マスク
・ 半導体パッケージ用マスク 
・ 高精細印刷用原版
  ・ 各種研究開発用マスク

・ サーマルヘッド用マスク 
・ マイクロレンズアレイ用マスク

3Dフォトマスク（グレースケールマスク） テストチャート

解像限界よりも小さいパターンを用いて、ウエ
ハ等の対象物上にパターンを解像させずに中
間階調を表現します。
高品質な３次元構造を形成することが出来ます。

ガラス基板上にベーシックな形状のパターンを
形成したフォトマスクです。解像度確認やフォ
トレジスト選定時の評価基準などの用途にご
利用いただけます。

形状例 ポジタイプ ネガタイプ

ナノインプリントとは、樹脂をモールドと呼ばれる型と基板で挟み込み硬
化させることで、数十ナノメートル単位のパターンを転写する微細加工
技術です。工程がシンプルなため、微細構造体を安価に再現性良く
大量に製造する技術として期待されています。
トッパンは、半導体用フォトマスク事業を通じて培ったリソグラフィ技術を
応用し、高精度なナノインプリント用モールドを開発、製造しています。

主にＵＶナノインプリント方式で使用されるモールドです。半導体
用フォトマスクと同じ石英材料を使用するので、剛性と平坦性が高
いのが特徴です。
半導体用フォトマスク製造プロセスを用いるため、数十ナノメートル
レベルの高精細パターンが可能です。また多段構造体を有する
モールドも開発、製造しています。

多段構造パターン例

モールド

基板 樹脂

シリコンモールド 高アスペクト比
パターン例

高精細パターン例

主に熱ナノインプリント方式で使用されるモールドです。シリコン基材
上に塗布された感光性樹脂に電子ビームでパターンを描画し、ドライ
エッチング法により深掘りします。
石英モールド作製工程に順じたプロセスを用いるため、高精細パター
ンの作製を可能としています。またアスペクト比の高いパターンを有し
たシリコンモールドを開発中です。

基板サイズ：6025 (152×152×6.35mm(t)） 

0.5mmブロック
(4種類のパターン)

開口10µm 開口2µm

開口1µm

深さ（共通） ： 3µm

開口5µm

開口10

1:1 ライン＆スペース
(深さ:50nm)

50nm 

突起パターン
(高さ:50nm)

55nm 

開口パターン
(高さ:50nm)

45nm 

多段構造

■ 凸部　□ 凹部

3μm 

1μm 

・ テストチャート  
　                                        など

基板サイズ：200mmウェハ
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イメージセンサとは

世界屈指のオンチップカラーフィルタサプライヤー 凸版中芯彩晶電子（上海）有限公司

中華凸版電子股份有限公司

マイクロレンズの効果

画素という小さな素子がたくさん集まって構成されています。一つの画素は受光素子と転送部か
ら成り、受光素子は光を受けると、素子が反応して電気信号を発生させますが、明暗のみに反
応する素子なのでこのままではカラー画像にはなりません。そのため、受光素子の上にカラーフィル
タを形成し、特定の光の強さを感知させることで、画像をカラー化しています。

レンズ効果により光の進路を変えることで、より多く
の光を受光素子に集めます。

トッパンは、イメージセンサを製造するデバイスメーカー向けに、高品質
なオンチップカラーフィルタの提供をしています。トッパンの持つカラーフィ
ルタ技術、半導体関連技術と最新鋭の技術を駆使し、お客さまの
ニーズに合った信頼性の高い製品をご提供します。
開発拠点は熊本県玉名市、製造拠点は中国・上海と台湾・桃園に
置き、３拠点で事業を展開しています。

上海浦東国際空港からアクセスに便
利な張江高科技園区内に生産工場
を構えています。

台湾桃園国際空港からアクセスに
便利な桃園縣八德市に生産工場
を構えています。

スマートフォンやセキュリティカメラなど
デジタル映像の高画質化に貢献

画像入力素子のCMOSイメージセンサやOLEDoS
などの小型表示デバイスをカラー化するために必要な
のが、オンチップカラーフィルタです。スマートフォンや車
載用、セキュリティ用、医療用などのカメラをはじめ、
ヘッドマウントディスプレイなど幅広いアプリケーションに
使われています。
シリコンウェハ上に形成された受光素子ひとつひとつ
の上に、光の3原色である赤・緑・青（RGB）のカラー
フィルタを直接形成することから「オンチップカラーフィ
ルタ」と呼ばれ、カラー画像を入力するためには不可
欠なものです。カラーフィルタ上にはマイクロレンズが形成
され、イメージセンサの集光力と感度を高めています。

チップ カラーフィルタ

カラーフィルタが形成されているウェハ

※光を当てると反射で色が見えます。

マイクロレンズ

マイクロレンズSEM画像

光

平坦化層

カラーフィルタ

遮光膜
電極
受光素子
シリコン基板

1.82μm

（一例）

マ
イ
ク
ロ
レ
ン
ズ

上海（中国）

熊本

桃園（台湾）

オンチップカラーフィルタ
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製品ラインアップ

半導体パッケージの構造とFC-BGAサブストレート

FC-BGAサブストレートの特長と構造

高密度化を支えるテクノロジー

  FC-BGAサブストレート
ICチップを接続するFCバンプと基板側のボールパッドを一体化した
構造で、狭ピッチ対応と電気的特性や放熱性に優れています。

ビルドアップ配線板技術を応用し
LSIの多彩な要求に応える

FC-BGA（Flip Chip-Ball Grid Array）サブスト
レートは、LSIチップの高速化、多機能化を可能にす
る高密度半導体パッケージ基板です。
トッパンは、微細加工技術とビルドアップ配線板技術
を独自に発展させた超高密度配線構造のサブスト
レートを開発、半導体プロセスの微細化に対応した
製品を提供しています。PCやサーバー、ゲーム機向
けのマイクロプロセッサ、グラフィックプロセッサをはじ
め、デジタル家電用のLSIなどに適したサブストレート
の設計から製造まで、お客さまのニーズをトータルに
サポートします。鉛フリー対応、ハロゲンフリー対応も
可能です。

高機能プロセッサ等のハイエンド品で
は、電源強化、信号品質の観点から高
多層仕様のビルドアップ技術が求められ
ます。トッパンは、製造条件の最適化を
極めたフィルドビアテクノロジーにより、
高い層間接続信頼性を保証しています。

   高次ビルドアップ

FCバンプピッチの狭小化が進む中、トッ
パンは、高精度スクリーン印刷に加え、
各種先端工法を採用し、ばらつきを最小
に抑えたプレソルダリングを実現。安定
した飯田供給によりお客さまの高い実装
歩留まりをサポートします。

   狭ピッチFCバンプ

デバイスの高速化、パッケージの小型化
への要請は、新たな基板技術のニーズ
を常に生み出しています。トッパンは、こ
うしたニーズにお応えし、2.1D実装用基
板をはじめとする新しい構造の基板の
開発にも積極的に取り組んでいます。

   新パッケージ基板開発

高まる配線密度を支えるのは、高精度な
パターニング技術です。インピーダンス
管理の厳しいスーパーコンピュータ用基
板の製造で培ったトッパンの銅めっき技
術は、均一な導体厚を実現し、ばらつき
の少ない微細配線を可能としています。

   多ピン化／超微細配線

ICチップ

アンダーフィル

FCバンプソルダーボール

FC-BGAサブストレート

ソルダーレジスト FCバンプ

ビルドアップ層

ビルドアップ層
コア層

穴埋め樹脂 ボールパッド

FC-BGA断面図

FC-BGA FC-LGA マルチチップFC-BGA 2.3/2.5D FC-BGAコアレスFC-BGA

  コアレスFC-BGAサブストレート
コア層がないため、超高密度・超薄型化が可能で、電気特性に優れて
おり、LSIチップの高速化、多機能化を可能にします。また、コア材の
スルーホールが不要のため、デザインの自由度が大きく向上することも
特徴のひとつです。

 FC バンプ

ソルダーレジスト

ビルドアップ層

ボールパッド

コアレス FC-BGA断面図

FC-BGAサブストレート（高密度半導体パッケージ基板）

FC-BGA
断面図

コアレス
FC-BGA
断面図
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リードフレーム

エッチング応用製品

リードフレームとは、ICやLSIなどの半導体パッケージに使用される金属
薄板のことで、ICチップを支持固定し、プリント配線板に実装する際の

異物除去 ・ 仕分け、 外観カモフラージュ光量絞り

流速可変流速可変

異物除去 ・ 仕分け

 

リードフレームで培った高精細
エッチング技術を幅広い分野に展開

トッパンは長年培ってきた高度なエッチング技術を駆使
して、半導体パッケージ用の各種リードフレームを製
造・販売しています。半導体の高機能化・小型化などの
マーケットニーズに、技術開発力でお応えします。
また、半導体パッケージ関連以外の製品の製造・販売
も行っており、エレクトロニクス製品や機器類の内部部
品、外装部品や治具、さらにはロゴプレートや金属製の
しおりなど、フォトファブリケーション技術をベースに、お客
さまの用途に応じた微細加工製品を提供しています。

ピン

ICチップ

ワイヤー

リードフレーム

樹脂

   ファインピッチリードフレーム    樹脂密着性向上パッケージ

   ヒートスプレッダー付リードフレーム    QFNサブストレート

   ダウンセットリードフレーム    かしめリードフレーム
110µmピッチ

ハーフエッチングとは、金属の片面だけを厚みの途中まで腐食させる加工方法です。
金属の表裏で異なる形状のエッチングをすることにより、金属フィルターに異物の除去や流速を変えるなどの機能を持たせることが可能となります。

接続端子となる部品です。熱
を拡散する機能など、チップの
性能を最大限に引き出し、長
期にわたり安定的に作動する
ための重要な役割も併せ持ち
ます。

リードフレーム / エッチング応用製品

「ハーフエッチング」による
    特殊加工例
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LSIターンキーサービス

LSIデザインサービス

モジュールサービス

自社開発製品

     ZETA BOX

お客様のニーズに応じたオリジナルの電子機器の開発～量産を行うサービスです。
企画から製造までお客様に代わってワンストップで対応。アイデアを形にしていくPoC(実証実験)段階での少量試作から、
製品量産まで幅広く対応可能です。

トッパン・テクニカル・デザインセンターはデジタル、アナ
ログ、メモリ等のLSIに関わるさまざまな技術をコアに、
LSIの開発・設計を展開しています。

有力半導体メーカー各社のLSIデザインパートナーとして、約50年にわたりLSIの開発・設
計サービスを提供しています。開発実績は、アナログ、メモリ、LCD、LEDドライバ、マイコンロ
ジックなど幅広い分野にわたります。特にRF、アナログ・ミックスドシグナル開発では、電源回
路、増幅回路、高周波LSI、システムLSIのデジタル混載マクロなど豊富な技術を蓄積、業
界トップクラスのノウハウを誇ります。

システム設計

RTL設計

論理合成

レイアウト設計

フォトマスク製造

ウェハプロセス

ウェハテスト

パッケージング

ファイナルテスト

Ｌ
Ｓ
Ｉ
デ
ザ
イ
ン

Ｌ
Ｓ
Ｉ
試
作

量
産
対
応

総
合
品
質
保
証

お客さま LSIターンキーサービス

納 

品

製品
（LSI）

お客さまの要求仕様に基づき、回路設計からLSI試作・量産までをトータルに提供するソリュー
ションサービスです。アナログ系では、無線通信技術、高速伝送技術、センサー回路、電源回路
に、デジタル系では低消費電力技術に強みがあります。特徴あるパートナーと連携してお客さまの
カスタムLSIのご要望を実現します。

http://www.toptdc.com/

・ 設計から製造まで一貫対応

・ 柔軟なインターフェース

・ 少量ロット品の対応

・ 生産・品質管理の対応

・ 試作サービス対応

   特長

・ 高速伝送系デバイス

・ 無線通信RFフロントエンド

・ センサー向けAFE

・ 電源IC

● シリコンチューナー

● センサー

● ワイヤレス

アナログミックスドシグナル開発実績

● 高速データインターフェース（SerDes/LVDS） 　　　  ● パワーマネジメント・DC-DC コンバータ

● CMOS イメージセンサー　

● ADC/DAC 

● LCD ドライバ

● PLL/VCO

● LED ドライバ

● RF：LNA/MIX

LSIデザイン / LSIターンキーサービス

信頼性試験試作・評価 各種認定 量  産回路設計
基板設計企画・構想 部材選定

     TDS601
      

トッパンオリジナルASSP

    TZM902      ZETA / LPWA通信モジュール

   得意分野

ZETA / LPWA ネットワークゲートウェイ I/OエキスパンダーIC
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本ページ内では、営業活動全般（市場調査、顧客窓口、販売支援などを含む）を総称して「販売」と表しています。

●  半導体用フォトマスクの販売

TOPPAN SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LIMITED.

〒604-8162  京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
                     七観音町630 読売京都ビル
                     TEL（075）257-7231

〒810-0022  福岡県福岡市中央区薬院1-17-28
                     TEL（092）717-2610

凸版印刷株式会社  エレクトロニクス事業本部

京都営業所

西日本営業所

凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 株式会社 トッパンエレクトロニクスプロダクツ

新潟工場   

三重工場 

滋賀工場

高知工場  

熊本工場  

● 製造品 ： LCD用カラーフィルタ、FC-BGAサブストレート
    〒957-0028   新潟県新発田市五十公野字山崎 5270      
                                 TEL（0254）22-8911

● 製造品 ： LCD用カラーフィルタ
    〒519-1104   三重県亀山市関町白木一色 646-3
                                TEL（0595）84-6701

● 製造品 ： 液晶調光フィルム
    〒527-0046   滋賀県東近江市妙法寺町 1101-20
                                 TEL（0748）24-3501

● 製造品 ： TFT液晶ディスプレイ
    〒783-0062   高知県南国市久礼田2420
                                TEL (088)862-1000

● 製造品 ： オンチップカラーフィルタ、リードフレーム、
                      エッチング応用製品、有機ELメタルマスク
    〒865-0041   熊本県玉名市伊倉北方 800
                                TEL（0968）73-2191

京都事業所

滋賀工場 

静岡工場 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
                           七観音町 630 読売京都ビル
                            TEL（075）257-7233

〒527-0046 滋賀県東近江市妙法寺町 1101-20
                            TEL（0748）24-3501

〒421-0192 静岡県静岡市駿河区用宗巴町 3-1
                            TEL (054）256-4111

株式会社 トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム

〒191-0065  東京都日野市旭が丘2-8-7   
  TEL（042）514-0700

アメリカ

ドイツ

フランス

台   湾

韓   国

エレクトロニクス製品の企画、開発、販売

中　国

シンガポール

マレーシア

TFT液晶ディスプレイの開発、販売

反射防止フィルムの開発、製造・販売

エレクトロニクス製品の製造

京都営業所 〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
　　　　 七観音町630 読売京都ビル
                    TEL(075)257-7138

フォトマスクの開発、製造・販売

朝霞工場  

滋賀工場 

〒352-0011   埼玉県新座市野火止 7-21-33
                            TEL048（482）4701

〒527-0046   滋賀県東近江市妙法寺町 1101-20
                            TEL 0748（24）3432

株式会社トッパンフォトマスク
〒108-0023  東京都港区芝浦 3-19-26トッパン芝浦ビル
                            TEL 03（5418）3905

●  フォトマスクとオンチップカラーフィルタの製造・販売

中華凸版電子股份有限公司 
TOPPAN CHUNGHWA ELECTRONICS CO., LTD.

●  エレクトロニクス製品の販売

台灣凸版電子股份有限公司
TOPPAN ELECTRONICS TAIWAN INC.

●   TFT液晶ディスプレイの製造・販売

凌巨科技股份有限公司
GIANTPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.

欧州

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS KOREA LTD.

●  エレクトロニクス製品の販売
TOPPAN ELECTRONICS KOREA INC.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS, INC.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS ROUND ROCK, INC.

●  エレクトロニクス製品の販売
TOPPAN PRINTING CO. (AMERICA), INC.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS GERMANY GmbH

●  半導体用フォトマスクの製造
ADVANCED MASK TECHNOLOGY CENTER GmbH & CO. KG

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
 TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE S.A.S.

●  オンチップカラーフィルタの製造・販売

凸版中芯彩晶電子(上海)有限公司
TOPPAN SMIC ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売

上海凸版光掩模有限公司
TOPPAN PHOTOMASKS COMPANY LIMITED, SHANGHAI

●  TFT液晶ディスプレイの製造

昆山和霖光電高科有限公司
KUNSHAN GIANTPLUS OPTRONICS DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.

●  エレクトロニクス製品の販売

凸版（上海）企业管理有限公司
Toppan (Shanghai) Management Co., Ltd.

●  TFT液晶ディスプレイの製造

ORTUSTECH (MALAYSIA) SDN. BHD.

凸版印刷株式会社  エレクトロニクス事業本部

https://www.toppan.co.jp/electronics/profile/住所・連絡先等、詳細な情報はウェブサイトを参照ください。

〒108-8539 東京都港区芝浦 3-19-26 トッパン芝浦ビル
  TEL (03)5418-3915

〒352-0011 埼玉県新座市野火止 7-21-33
  TEL (048)482-4428

〒063-0804 北海道札幌市西区二十四軒四条 1-1-30
   トッパン札幌ビル5F  TEL (011)616-6111

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
                             七観音町 630 読売京都ビル
                           TEL (075)257-7181

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル7F
                           TEL(092)282-6280

〒108-8539  東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル
TEL（03）5418-3900

LSI設計、LSIターンキーの企画、開発

株式会社 トッパン・テクニカル・デザインセンター

芝浦オフィス

朝霞
デザインセンター 

北海道
デザインセンター

京都
デザインセンター　

福岡
デザインセンター 

トッパンエレクトロニクスプロダクツ 熊本工場

エレクトロニクス事業本部
トッパンフォトマスク

トッパンエレクトロニクスプロダクツ 滋賀工場
トッパンフォトマスク 滋賀工場
トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム 滋賀工場

トッパンエレクトロニクスプロダクツ 新潟工場

トッパンエレクトロニクスプロダクツ 高知工場

トッパンフォトマスク 朝霞工場 
トッパン・テクニカル・デザインセンター 朝霞DC

エレクトロニクス事業本部 京都営業所
トッパン・テクニカル・デザインセンター 京都DC

トッパン・テクニカル・デザインセンター 北海道DC

エレクトロニクス事業本部 西日本営業所
トッパン・テクニカル・デザインセンター 福岡DC

トッパンエレクトロニクスプロダクツ 三重工場

エレクトロニクス事業本部 日野事業所

トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム 静岡工場

欧州 北米

アジアパシフィック

コルベイユ (仏国)

城南

昆山 昆山和霖光電高科

〒108-8539  東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル
TEL（03）5418-3938

日野事業所

オルタス営業部
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本ページ内では、営業活動全般（市場調査、顧客窓口、販売支援などを含む）を総称して「販売」と表しています。

●  半導体用フォトマスクの販売

TOPPAN SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LIMITED.

〒604-8162  京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
                     七観音町630 読売京都ビル
                     TEL（075）257-7231

〒810-0022  福岡県福岡市中央区薬院1-17-28
                     TEL（092）717-2610

凸版印刷株式会社  エレクトロニクス事業本部

京都営業所

西日本営業所

凸版印刷株式会社 エレクトロニクス事業本部 株式会社 トッパンエレクトロニクスプロダクツ

新潟工場   

三重工場 

滋賀工場

高知工場  

熊本工場  

● 製造品 ： LCD用カラーフィルタ、FC-BGAサブストレート
    〒957-0028   新潟県新発田市五十公野字山崎 5270      
                                 TEL（0254）22-8911

● 製造品 ： LCD用カラーフィルタ
    〒519-1104   三重県亀山市関町白木一色 646-3
                                TEL（0595）84-6701

● 製造品 ： 液晶調光フィルム
    〒527-0046   滋賀県東近江市妙法寺町 1101-20
                                 TEL（0748）24-3501

● 製造品 ： TFT液晶ディスプレイ
    〒783-0062   高知県南国市久礼田2420
                                TEL (088)862-1000

● 製造品 ： オンチップカラーフィルタ、リードフレーム、
                      エッチング応用製品、有機ELメタルマスク
    〒865-0041   熊本県玉名市伊倉北方 800
                                TEL（0968）73-2191

京都事業所

滋賀工場 

静岡工場 

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
                           七観音町 630 読売京都ビル
                            TEL（075）257-7233

〒527-0046 滋賀県東近江市妙法寺町 1101-20
                            TEL（0748）24-3501

〒421-0192 静岡県静岡市駿河区用宗巴町 3-1
                            TEL (054）256-4111

株式会社 トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム

〒191-0065  東京都日野市旭が丘2-8-7   
  TEL（042）514-0700

アメリカ

ドイツ

フランス

台   湾

韓   国

エレクトロニクス製品の企画、開発、販売

中　国

シンガポール

マレーシア

TFT液晶ディスプレイの開発、販売

反射防止フィルムの開発、製造・販売

エレクトロニクス製品の製造

京都営業所 〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
　　　　 七観音町630 読売京都ビル
                    TEL(075)257-7138

フォトマスクの開発、製造・販売

朝霞工場  

滋賀工場 

〒352-0011   埼玉県新座市野火止 7-21-33
                            TEL048（482）4701

〒527-0046   滋賀県東近江市妙法寺町 1101-20
                            TEL 0748（24）3432

株式会社トッパンフォトマスク
〒108-0023  東京都港区芝浦 3-19-26トッパン芝浦ビル
                            TEL 03（5418）3905

●  フォトマスクとオンチップカラーフィルタの製造・販売

中華凸版電子股份有限公司 
TOPPAN CHUNGHWA ELECTRONICS CO., LTD.

●  エレクトロニクス製品の販売

台灣凸版電子股份有限公司
TOPPAN ELECTRONICS TAIWAN INC.

●   TFT液晶ディスプレイの製造・販売

凌巨科技股份有限公司
GIANTPLUS TECHNOLOGY CO., LTD.

欧州

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS KOREA LTD.

●  エレクトロニクス製品の販売
TOPPAN ELECTRONICS KOREA INC.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS, INC.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS ROUND ROCK, INC.

●  エレクトロニクス製品の販売
TOPPAN PRINTING CO. (AMERICA), INC.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
TOPPAN PHOTOMASKS GERMANY GmbH

●  半導体用フォトマスクの製造
ADVANCED MASK TECHNOLOGY CENTER GmbH & CO. KG

●  半導体用フォトマスクの製造・販売
 TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE S.A.S.

●  オンチップカラーフィルタの製造・販売

凸版中芯彩晶電子(上海)有限公司
TOPPAN SMIC ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD.

●  半導体用フォトマスクの製造・販売

上海凸版光掩模有限公司
TOPPAN PHOTOMASKS COMPANY LIMITED, SHANGHAI

●  TFT液晶ディスプレイの製造

昆山和霖光電高科有限公司
KUNSHAN GIANTPLUS OPTRONICS DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.

●  エレクトロニクス製品の販売

凸版（上海）企业管理有限公司
Toppan (Shanghai) Management Co., Ltd.

●  TFT液晶ディスプレイの製造

ORTUSTECH (MALAYSIA) SDN. BHD.

凸版印刷株式会社  エレクトロニクス事業本部

https://www.toppan.co.jp/electronics/profile/住所・連絡先等、詳細な情報はウェブサイトを参照ください。

〒108-8539 東京都港区芝浦 3-19-26 トッパン芝浦ビル
  TEL (03)5418-3915

〒352-0011 埼玉県新座市野火止 7-21-33
  TEL (048)482-4428

〒063-0804 北海道札幌市西区二十四軒四条 1-1-30
   トッパン札幌ビル5F  TEL (011)616-6111

〒604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル
                             七観音町 630 読売京都ビル
                           TEL (075)257-7181

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町4-20 島津博多ビル7F
                           TEL(092)282-6280

〒108-8539  東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル
TEL（03）5418-3900

LSI設計、LSIターンキーの企画、開発

株式会社 トッパン・テクニカル・デザインセンター

芝浦オフィス

朝霞
デザインセンター 

北海道
デザインセンター

京都
デザインセンター　

福岡
デザインセンター 

三重工場

欧州 北米

アジアパシフィック

サンノゼ (米国) TOPPAN PHOTOMASKS ROUND ROCKTOPPAN PHOTOMASKS ROUND ROCK
TOPPAN PRINTING CO. (AMERICA)TOPPAN PRINTING CO. (AMERICA)

ラウンドロック (米国) TOPPAN PHOTOMASKSTOPPAN PHOTOMASKS
TOPPAN PHOTOMASKS ROUND ROCKTOPPAN PHOTOMASKS ROUND ROCK
TOPPAN PRINTING CO. (AMERICA)TOPPAN PRINTING CO. (AMERICA)

ドレスデン(独国)
ADVANCED MASK TECNOLOGY CENTER
TOPPAN PHOTOMASKS GERMANY

コルベイユ (仏国) TOPPAN PHOTOMASKS FRANCE

利川(韓国) TOPPAN PHOTOMASKS KOREA

城南(韓国) TOPPAN ELECTRONICS KOREA

マレーシア ORTUSTECH (MALAYSIA)ORTUSTECH (MALAYSIA)

シンガポール TOPPAN SEMICONDUCTOR SINGAPORETOPPAN SEMICONDUCTOR SINGAPORE

昆山(中国) 昆山和霖光電高科

上海(中国) 凸版中芯彩晶電子(上海)凸版中芯彩晶電子(上海)
上海凸版光掩模
凸版（上海）企业管理

台北(台湾) 台灣凸版電子

桃園(台湾) 中華凸版電子
凌巨科技 桃園工場

新竹(台湾) 中華凸版電子 新竹支社中華凸版電子 新竹支社
凌巨科技 新竹工場

頭份(台湾) 凌巨科技

〒108-8539  東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル
TEL（03）5418-3938

日野事業所

オルタス営業部
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エレクトロニクス事業のご案内
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