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ＳＳＩＳ 会員各位                                               2015年 1月 

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

理事長 橋本 浩一 

文化活動委員長 野澤 滋為 

九州地区委員長 荒巻 和之 

    春季九州工場見学会のご案内 （鹿児島開催） 

            ＜併催：ゴルフ大会・食文化・史跡探訪＞ 

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す 

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。 

初日は“ソニーセミコンダクタ（株）鹿児島テクノロジーセンター（TEC）”と“鹿児島の食文

化の黒酢醸造および焼酎蔵元の見学会”を開催します。 

翌日は“第１１回ＳＳＩＳオープンゴルフ大会、又は明治維新の薩摩藩史跡の探訪”を企画 

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                                                                                                                                            

・期 日 ： 4月 21日（火）～22日（水） 

＜4月 21日午後＞  

・見学会  ソニーセミコンダクタ（株）鹿児島 TEC 

黒酢醸造 福山酢醸造（株） 

焼酎蔵元 日當山醸造（株）  

宿泊・懇親会  ホテル京セラ 

 ＜4月 22日＞ 

 ・ゴルフグループ 

第１１回ＳＳＩＳオープンゴルフ大会 かごしま空港 36カントリークラブ  

・史跡探訪グループ 

城山眺望(市内・桜島)史跡群 → 維新ふるさと館 → 仙巌園（磯庭園） 

・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） 

  ・主  催 ： 一般社団法人 半導体産業人協会 

・参加費  ： 参加者自己負担（概算 8,700円 内容は別表の通りです） 

・申込締切 ： ４月 6日（月） 
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４／２１午後 

ソニーセミコンダクタ（株）鹿児島 TEC工場 

 https://www.sony-semiconductor.co.jp/company/kyoten 

・見学時間： 13:20～15:00（100分）  

・住所：〒899-4393 鹿児島県霧島市国分野口北 5-1  

・設立：1973年 8月 1日 

＜内容＞ 

・ソニーセミコンダクタ（株）＆鹿児島 TEC概要説明 

鹿児島 TECの主要デバイスの紹介、技術的優位性の紹介（MMIC、MEMS等）  

・概要：MOS、ミックスシグナル、イメージングデバイスなど、マルチカテゴリーの生産プラット

フォームとして、多様なビジネスに対応しています。また、開発・設計技術、そして、前

工程から後工程までをカバーする製造技術など、先進的かつ幅広い技術を有しています。 

・生産品目：バイポーラ、CCDイメージセンサー（前工程から後工程までの一貫生産） 

MOS、MMIC、SXRD（前工程） (HPから引用) 

 

福山酢醸造（株）黒酢工場             

・見学時間： 15:25～15:55（30分）            http://fukuyamasu.co.jp/factory/ 

・住所：〒899-4501鹿児島県霧島市福山町福山 3559 

文政 3年(1820年)頃、中国からきた一人の商人が福山の 

"竹之下 松兵衛"氏に米で酢が出来ると言う事を教えたのが 

始まりだと伝えられています｡福山工場では、約 10,000 本の 

かめ壺が並び、錦江湾に浮かぶ桜島もご覧いただけます。 

(HPから引用) 

日當山醸造（株）焼酎蔵元               

・見学時間： 16:30～17:00（30分）             http://hinatayamajyouzou.com/ 

・住所：〒899-5114 鹿児島県霧島市隼人町西光寺 649 

大正 9年に地元の十数名の有志により創業。芋焼酎中心で、 

水は霧島山系の湧き水を使用し、大雨が降っても水が濁らない 

不思議な水です。焼酎造りは、創業より当社独自の杜氏を受け 

継ぎ蔵独自に蒸留機を改良するなど日々おいしい焼酎造りに 

力を注いでいます。          (HPから引用) 

 

ホテル京セラ 宿泊、懇親会               http://h-kyocera.co.jp/ 

・住所：〒899-5117 鹿児島県霧島市隼人町見次 1409-1 

・到着時間： 17:15   tel: 0995－43－7111  

 京セラ創業者の稲盛和夫氏の肝入りで黒川紀章氏の設計 

 により建設された。愛をテーマに誕生したホテル京セラの 

コンセプト｢心からの笑顔でのおもてなし｣が訪れるお客様、 

 おひとりおひとりをあたたかくお迎えいたします。     

・夕食： 18:30～20:30 3Ｆ京はるか 

 鹿児島が誇る豊富な食材。伝統ある日本料理の繊細な 

味わいと癒しのひととき。       (HPから引用) 

 

 

 

 

 

 



    SSIS 一般社団法人半導体産業人協会   http://www.ssis.or.jp  E-mail : info@ssis.or.jp                                     

〠160-0022 東京都新宿区新宿 6-27-10 塩田ﾋﾞﾙ 202  TEL:03-6457-3245  FAX:03-6457-3246  

 

４／２２ 第１１回ＳＳＩＳオープンゴルフ大会          http://www.kuko36cc.co.jp/       

・場所 かごしま空港 36 カントリークラブ             

・住所 〒899-6302鹿児島県霧島市横川町下の高松 1023 

    tel：(0995)72-1081 予約専用：(0995)72-1084 

・4月 22日（水）8:14amスタート（3組） 

空港コース、18Hpar72、キャディー・カート付 

・プレー代： 10,080円食事付（3名時は割増 864円） 

・朝食代 ： 1,080円（和、洋予約要） 

・会 費 ： 4,000円（商品、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 

40年の歴史を刻む上質のゴルフリゾート、名匠 陳清波がゴルフの原点を 

表現したチャンピオンコース。 

・送迎  ：空港 ⇔ ゴルフ場は送迎バス、但しホテル→空港間はタクシーを利用。 

４／２２ 鹿児島内 史跡探訪 ツアー 

・約 7.5時間のコース：ホテル→城山周辺→維新ふるさと館→仙巌園（磯庭園）→空港 

・費用：ジャンボタクシー（9人乗）4.5万円→＠6名：7,500円／人、入場料、昼食代などは除く。 

① 城山周辺（8:50～65分）      http://kagoshima-machiaruki.jp/page0108.html 

明治維新の薩摩藩史跡を探訪します。 

 鹿児島市内と錦江湾に浮ぶ桜島の眺望してから、 

西南の役の戦場となった城山周辺の薩摩の英傑 

西郷隆盛に思いを馳せる。 

・城山展望台→西南戦争薩軍本営跡→西郷洞窟 

→西郷隆盛銅像→鶴丸城跡→私学校跡。 

② 維新ふるさと館と界隈 （10:10～100分）      http://www.ishinfurusatokan.info/pdf/leaf.pdf                             

幕末の薩摩の様子と維新を支えた英雄のエピソード、 

「薩摩エピソード」では西郷、大久保の実像に迫る。 

上映 10:20-10:45：維新への道、 

上映 11:00-11:20：薩摩スチューデント、西へ 

 近くには西郷と大久保の生誕の地がある。 

・入場料： 300円。 

・昼食 11：50～12:40（50分） 

 ③ 仙巌園（磯庭園）( 13:05～90 分)                       http://www.senganen.jp/            

仙巌園は 5 万 M 2（1.5 万坪 ）と広大。  

島津家の別邸で日本初の工業地帯  

集成館の跡地でもある。  

庭園見学→尚古集成館(60)→ 

薩摩切子工場(30)を見学。 

・入園料 : 1,000 円（仙巌園＋集成館）  
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お名前：                                 期日：4月 2１日（火）～2２日（水） 

（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：                                                       

※航空券およびホテルパックのご手配は行いません。ただし、情報提供等は行いますのでお申付下さい。 

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

 １泊２日コース  （見学会＋ゴルフ）                        

8,700 円 

各自負担は下記を参照下さい 
 １泊２日コース  （見学会＋史跡探訪）                

 １泊１日コース  （見学会のみ） 

参加費に含む費目 
・１日目の貸切バス代、懇親会：夕食代（飲物含む）、雑費を含みます。 

※参加費 8,700円はホテル到着時に徴収、領収書はご準備致します。 

 
各自負担費目 

 

・宿泊代 シングル朝食付：8,300円、朝食なし：7,000円（ゴルフグループ） 
ホテル京セラ tel: 0995－43－7111）※各自でご支払い下さい 

ゴルフグループ 
各自負担費目 

・プレー代 ： 10,080円食事付（3名時は割増 864円） 
・朝食代  ： 1,080円（和、洋予約要） 
・会 費  ： 4,000円（商品、パーティ代など）※当日徴収 
・タクシー代 ：  3,000円／割勘（ホテル→空港） 

史跡探訪グループ  

各自負担費目 
・ジャンボタクシー9名乗 4.5万円→@ 6名 7,500円／人、※出発迄に仮受 

・入園料：仙巌園 1,000円、入場料：維新ふるさと館：300円、昼食代 

便名 

(確定) 

往路 
ＡＮＡ（推奨便）621  羽田発：0940   鹿児島着：1125 

ＪＡＬ      645  羽田発：1010   鹿児島着：1155  

復路 
ＡＮＡ     628  鹿児島発：1625  羽田着：1810 

ＪＡＬ      652 鹿児島発：1730  羽田着：1910 

コース： ４/２１（火）： 見学会          ４/２２（水）: ゴルフ・史跡探訪 

４/２1 空港～ソニー・・ホテル京セラ・夕食 ４/２2 ゴルフグループ 

1125 鹿児島着 ＡＮＡ621（推奨便）  0630 ホテル京セラ発 空港までタクシー  

1250 空港発 集合:1240 高山三幸観光バス 0650 空港着、0655空港発、0720 ｺﾞﾙﾌ場着 

1320  ソニー鹿児島 TEC着 0814 スタート、1300昼食＋パーティ 

1500 ソニー発 ＜記念撮影＞ 1500   ゴルフ場発、1525空港着：解散 

1525 福山酢醸造（株）着 ４/２2 史跡探訪グループ 

1555 福山酢醸造（株）発＜記念撮影＞ 0750 ホテル発、0850城山展望台着 

1630 日當山醸造（株）着 0905 私学校跡発 

1700 日當山醸造（株）発＜記念撮影＞ 1010 維新ふるさと館着、1150昼食（50） 

1715 ホテル京セラ着 1240  昼食発、1305仙巌園着 

1830 夕食（京はるか）～2030（2H） 1435  仙巌園発、1525空港着：解散 

以上 

     九州工場見学会・ゴルフ・史跡探訪 参加申込  ﾌﾗｲﾄ確定版 


