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精密洗浄剤 セミクリーン 
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フラットパネルディスプレイ  Flat panel displays　 
液晶、プラズマディスプレイ、ELディスプレイ 
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光学部品  Optical components　 
フォトマスク、レンズ、カバーガラス、プリズム、光学フィルター 
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ディスク  Disks　 
ガラスハードディスク、アルミハードディスク、磁気ヘッド 
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その他  Others　 

新たなるケミカル・サイエンス分野への挑戦。 
近年、フラットパネルディスプレイ‐FPD‐を巡る環境は大きな変革期を迎えています。 

薄型テレビや携帯電話などの需要増のため、FPDは生産量の増加や高機能化が進んでいます。技術的には、例えば低温

ポリシリコン液晶による高精細化や大画面に対応するためのマザーガラスの大型化など、様々なプロセス技術が目ざま

しい勢いで進化しています。 

この様な変革の中において、“洗浄”は、歩留まりを左右する工程として、その重要度は益々増しています。 

横浜油脂工業は精密洗浄剤のリーディングカンパニーとして、ユーザーの高い信頼に支えられ、時代の求める高度な要

求を満たしてきました。 

私たちは、これからも長年培った洗浄技術でFPD業界に貢献すべく、日々技術開発を続けていきます。 

その他のガラス材料、PCB基板、金属部品、プラスチック形成品など 
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日々進歩する液晶関連材料や多様化するニーズ。 
その移り変わる環境の中、当社の技術は、お客様のご要望にスピーディーかつ的確にお応えしています。 
また、常に、次代に対応できる新しい製品の研究開発を行っています。 
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研究開発  Research and Development

高品質と低コストの双方を確立するため、独自設計による生産ラインを構築。 
高度化するニーズに対応すべく、持続的な生産ラインの改善を推進しています。 
特に充填工程は、洗浄剤の清浄度を確立するためにハイレベルなクリーンルームにおける、 
安定した環境で行っています。 
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製造  Manufacture　 



YOKOHAMA 
OILS & FATS 
INDUSTRY CO.,LTD.

LINDA 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
(CHANGZHOU)CO.,LTD.

EVER TECH 
INSTRUMENTAL CO.,LTD.

HOIMYUNG 
CORPORATION

Linda International 
Trade(Shanghai)CO.,LTD.

ISO9001を取得。製品には万全の品質管理体制で臨んでいます。 
常に安定した高品質の製品を供給すべく、専門技術者による徹底した分析を行っています。 
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品質管理  Quality Control　 

自動倉庫による完全なる自動化システムを導入。 
世界に拡がる需要にお応えするため、国内だけでなく韓国、台湾でも生産・出荷を行っています。 
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販売ネットワーク  Distribution Network　 



4Lから1000Lまでの仕様に対応。 
お客様のニーズにあわせたご提供が可能です。 
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製品仕様  Product Specifications　 

ガラス基板用洗浄剤  Cleaning agents for glass board

洗浄力、リンス性に優れた高精度洗浄剤 
　中性洗浄剤　無機アルカリ洗浄剤　有機アルカリ洗浄剤　酸性洗浄剤 
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フォトリソグラフィー用薬剤  Chemicals for photo lithography

高性能、低コストを実現した薬剤 
　レジスト現像液　レジスト剥離液　Crエッチング液　EBR剤 
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樹脂膜剥離剤  Resin film strippers

様々な樹脂膜の剥離に対応可能 
　カラーフィルター剥離剤　ポリイミド配向膜剥離剤 
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LCD用洗浄剤  Cleaning agents for LCD

液晶注入後のセルギャップの洗浄 
　液晶セル洗浄剤　治具・カセット洗浄剤 
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その他  Others

FPDのほか、金属部品、プラスチック形成品など様々な部材の洗浄 
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1-1, MINAMISENGENCHO, NISHIKU, YOKOHAMA 220-0074 
PHONE  81-45-313-8255  FAX 81-45-314-2026
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