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電子デバイス産業の川上から川下に亘る横断的戦略組織
「日本電子デバイス産業協会（NEDIA） を立ち上げ「日本電子デバイス産業協会（NEDIA）」を立ち上げ、
日本の成長産業のさらなる飛躍に貢献していきます

このたび、一般社団法人「日本電子デバイス産業協会(NEDIA)」を立ち上げました。NEDIAは

代表理事 会長 齋藤 昇三

( )
いわゆる業界団体とは異なり、電子デバイス産業の川上から川下に亘る横断的戦略組織です。

母体となる組織は一般社団法人の日本半導体ベンチャー協会（JASVA）であります。これまで
JASVAには2000年の発足から13年間にわたり多くの関係者のご支援をいただいてまいりまし
たが、2013年9月30日付で名称変更し、一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)に
生まれ変わりました。この新生NEDIAには、NPO法人日本半導体エンジニアリングネットワーク
協会（JSENA）および日本半導体部品工業会（JAST会）の2団体が合流し、さらに、日本EDAベ
ンチャー連絡会（JEVeC）も合流しました。いわば4団体統合による新生NEDIAのコンセプトは、ンチャ 連絡会（JEVeC）も合流しました。いわば4団体統合による新生NEDIAのコンセプトは、
電子デバイス産業の川上から川下まで含めた広い分野の横串の戦略的機能を持つ組織です。
具体的には、セット機器～電子デバイス～装置・材料までの流れを最重視し、この流れに沿うか
たちで会員・組織を拡大していきます。

また、未来を切り開く日本の成長産業に全面フォーカスしていきます。具体的には次世代環境
車、宇宙航空産業、医療産業、環境エネルギー、ロボット産業、新世代IT産業をトータルカバー
し、開発およびマーケティングで先行する仕組みづくりを提案していきます。具体的な活動として、
ベンチャー育成 人材教育支援 技術開発協調 商談マッチング セミナー・カンファレンス・展ベンチャー育成、人材教育支援、技術開発協調、商談マッチング、セミナー・カンファレンス・展
示会など幅広く展開していきます。

NEDIAは、オールジャパン体制で日本の成長産業の進展に大きく貢献する戦略的組織として
活動してまいります。当初は、約200社での旗揚げですが、数年内に500社まで拡大していき、
我が国最大の会員数をもった電子デバイス関連の横断的、戦略的、そして草の根運動的な組
織として様々な活動を行っていく所存です。

関連する事業で活躍されている皆様の積極的なご参加およびご支援を切にお願いする次第で
すす。

●名称 ： 一般社団法人日本電子デバイス産業協会
英文呼称 ： Nippon Electronic Device Industry Association 略称 ： NEDIA

■本協会の名称と目的および組織

●NEDIA組織
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●目的

本会は、半導体をはじめとした電子部品、電池、ディ
スプレイ、回路実装など幅広い電 子デバイス産業及
びそれに関連する装置・材料、商社、さらにユーザー
またはアプリケー ションの出口にあたる自動車、電
機、航空、医療、ロボットなどのアプリ産業を加えた
川上から川下までトータルカバーした会員組織で、以
上に関わる産業の未来像を探り そのシナリオの策
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上に関わる産業の未来像を探り、そのシナリオの策
定、具体化への協業推進するために各種の有機的
連携を図りつつ、電子デバイス産業をはじめとしたそ
れにかかわる幅広い産業の総合的発展を促進し、
もって我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与
することを目的とする。
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■事業を幅広く展開

●期待産業に対する連携支援 ●ベンチャー企業の創出・育成・事業展開支援

異業種交流 る ベ 創出医療産業、航空機産業、ロボット産業
次世代環境車関連、シェールガス関連
再生可能エネルギー関連
省エネ機器関連

異業種交流によるイノベーションの創出

ベンチャー企業サポート、ベンチャー育成講座開設

新規企業の製品又は会員企業の拡販希望製品の
情報宣伝活動の支援

●電子デバイス産業を支える人材の育成

新アプリの
勉強会

協業加速の
機会提供 新事業創生

●今後のIT産業成長の支援

今
新製品開発、マーケティング

●電子デバイス産業を支える人材の育成

電子デバイ
ス産業に関
連する人材

半導体をはじめとする各種
電子デバイス技術・情報
⇒ 社内研修・新人教育等

の事業

●幅広い年代のコミュニケーションの場を設定
今
後
の
IT
産
業 商談機会の提供

各種勉強会の開催

電子産業の将来プラン
⇒ ロードマップの作成 新年会、サマーパーティ、年末年始懇親会

若い人達の集い、中高年の集い
⇒ 会員交流の場の設定

●情報交換のためのインフラの準備

各種産業 体 相 れ 促進●地域ブロックごとの対応強化

東京

関西
九州

東北
全国

関西NEDIA、九州NEDIA、
東北NEDIAの積極的地域活動

ブロック別の大型カンファレンス開催

小規模なセミナーの全国展開

各種産業・団体との相互乗り入れの促進
⇒ デジタル・ネットワークの構築
会員相互の情報交換の促進 ⇒ 場の設定

●関係官庁との連携強化

開発プロジェクトへの参画
全国 小規模なセミナ の全国展開

ツアー・イベントの開催

●各種分野の調査統計及び情報の発信

各種統計
の収集

リサーチ
事業

コンサルタ
ント事業

版事業 デジタ デ 事業

関係官庁
業界団体としての意見の反映

●各種展示会への出展及び独自展示会の実施

各種展示会 出展の実施・サポート

場 学会 実施 独自 会実施

■部会・地域組織の役割

●ベンチャー部会(旧JASVA部会) ： 電子デバイスに関連したベンチャー企業の育成・事業拡大を支援

●装置・保守部会(旧JSENA部会) ： 電子デバイス・半導体製造装置及びメンテナンスエンジニアリングの

有機的連携を推進

出版事業、デジタルメディア事業 工場見学会の実施 独自のミニ展示会実施

有機的連携を推進

●材料部品部会(旧JAST部会)    ： 電子デバイス・半導体材料部品に関わる分野の連携を推進

●デバイス部会 ：NEDIAの中核である電子デバイス分野における技術・ビジネスモデル等について研究会等で

具体的施策を推進

●地域組織 ： 関西NEDIA、九州NEDIA、東北NEDIA

各地域の電子デバイス関連産業の連携・事業展開に寄与する活動を推進



■役員体制
代表理事(会長)
理事(副会長)
理事(副会長)
理事(副会長、ベンチャー部会長)
理事(副会長)
理事（副会長、装置・保守部会長）
常務理事(事務局長、デバイス部会長)
理事(東北NEDIA副代表)
理事(ベ チ 部会副部会長)

齋藤 昇三
泉谷 渉
岩坪 浩
押部 弘
堤 秀介
南 洋一
周藤 仁吉
泉 英男

(株)ﾃﾞﾊﾞｲｽ&ｼｽﾃﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発ｾﾝﾀｰ 代表取締役会長 ((㈱)東芝 嘱託)
(株)産業タイムズ社 代表取締役社長
(株)村田製作所 取締役 専務執行役員 技術・事業開発本部 本部長
(株)東設 代表取締役社長

東京エレクトロン(株) 常務執行役員 Corporate Innovation本部 本部長代理
リソテックジャパン(株) 代表取締役
(一社)日本電子デバイス産業協会
アルプスアルパイン(株) 執行役員 アルプスカンパニー 技術本部 副本部長

ジ 株 表 締役社理事(ベンチャー部会副部会長)
理事(東北NEDIA代表)
理事
理事(九州NEDIA代表)
理事(デバイス部会副部会長)
理事(材料部品部会長)
理事
理事
理事(関西NEDIA代表、デバイス部会副部会長)
理事
理事

小篠 隆宏
川添 良幸
北村 隆幸
櫻井 一郎
佐々木 元
佐藤 中則
清水 孝雄
千葉 芳弘
中村 孝
西村 光太郎
南部 修太郎

ケイレックス・テクノロジー(株) 代表取締役社長
東北大学未来科学技術共同研究センター シニアリサーチ・フェロー
メテック(株) 代表取締役社長
櫻井精技(株) 代表取締役社長
(株)メガチップス 執行役員 ASIC第3事業部 事業部長
(株)野毛電気工業 代表取締役社長
アーズ(株) 代表取締役社長
日総工産(株) 人財育成部 ゼネラルマネージャー
福島SiC応用技研(株) 取締役副社長、大阪大学 教授
(株)プリバテック 相談役
(株)アセ ト ウ ツ 代表取締役

■会員種別および会費体系

理事
理事(九州NEDIA副代表)
監事
監事
顧問
顧問
顧問

南部 修太郎
三宅 賢治
釜原 紘一
川端 章夫
飯塚 哲哉
河崎 達夫
垂井 康夫

(株)アセット・ウィッツ 代表取締役
(株)ピーエムティ 社長付き顧問
元 三菱電機(株) 半導体マーケティング部長
(株)ドットインターナショナル 代表取締役社長 (元 (株)東芝)
ザインエレクトロニクス(株) 代表取締役会長
元 (株)システムLSIセンター 代表取締役
東京農工大学 名誉教授

■会員種別および会費体系
・正会員：生産・販売を行う企業・団体で、左記の要件

によりA)、B)に分かれます。
・賛助会員：正会員以外の企業・団体です。
・個人会員：大学等の教育関係者、企業OB等で、個

人で入会いただくものです。
・特別会員：当協会を特に支援していただける会員で、

会費等は別途ご相談の上決定します。
・海外企業の日本法人及び海外団体の日本事務所の

び

会員種別 会員の要件 会費(年額) 

正会員 A) 上場企業 売上高4,000 億円以上 60万円

売上高2,500 億円以上 4,000 億円未満 45万円

売上高1,500 億円以上 2,500 億円未満 35万円

売上高700 億円以上 1,500 億円未満 28万円

売上高300 億円以上 700 億円未満 24万円

会費は、左表の会員種別及び会員の要件に従った会
費とします。

・入会金：1万円 (ただし＊は免除)
・初年度会費は入会承認後の加入月によって月割りに

て請求書を送付いたします。(例：10月入会の場合は、
初年度は10月から 3月までの6ケ月分となり、左記
年会費の半分となります。)

売上高200 億円以上 300 億円未満 20万円

売上高100 億円以上 200 億円未満 16万円

売上高100 億円未満 12万円

正会員 B) 未上場企業 資本金100億円以上 24万円

資本金50億円以上 100億円未満 20万円

資本金10億円以上 50億円未満 16万円

資本金1億円以上 10億円未満 12万円

■NEDIAご入会のお願い
会員としてNEDIAに参画いただき、幅広い分野の繋がり

を得て、自社並びに多くの産業の成長につなげていきま
せんか。入会のお問い合わせ・申し込みは下記の事務
局までご連絡をお願いいたします。入会申込書受領後、
理事会承認等の手続きを取らせていただきます。

■事務局及び拠点

資本金1億円以上 10億円未満 12万円

資本金1,000万円以上 1億円未満 8万円

資本金1,000万円未満 3.6万円 ＊

賛助会員 大学・公益団体・地方自治体・行政・金融など 8万円

個人会員 教育関係者・メディア・OBなど 1.2万円 ＊

特別会員 支援者 別途

■事務局及び拠点
●事務局

事務局長 周藤 仁吉 (常務理事)
事務局次長 小林 鬨司 (材料部品部会副部会長)
事務局主査 堀 ゆかり

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-13
竹内ビル 202号室

アクセス：JR秋葉原駅昭和通り口 徒歩3分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口 1分

●関西NEDIA
関西NEDIA代表：中村 孝 (理事)
TEL ： 03-5823-4465 FAX： 03-5823-4475

●九州NEDIA
九州NEDIA代表：櫻井 一郎 (理事)
TEL： 03-5823-4465 FAX： 03-5823-4475

●東北NEDIA
東北NEDIA代表：川添 良幸 (理事)

一般社団法人日本電子デバイス産業協会
http://www.nedia.or.jp

TEL： 03-5823-4465 FAX： 03-5823-4475
E-mail： info@nedia.or.jp URL：https://www.nedia.or.jp

NPO法人科学協力学際センター内
〒980-0804 仙台市青葉区大町1丁目1-6 第一青葉ビル5階
TEL/FAX：022-721-7555 E-mail：info@ccis.tohoku.org
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