
50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

中国 大連市 長屋設計咨詢（大連）有限公司【 その他 】㈱アートジャパンナガヤ設計

中国 広東省佛山市 ＩＲ建材貿易有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】㈱アイコットリョーワ

中国 広東省佛山市 アイコット広東陶磁有限公司

中国 広東省佛山市 佛山リョーワ陶磁有限公司

中国 江西省景徳鎮市 景徳鎮アイコットリョーワ陶瓷有限公司

中国 江西省高安市 江西アイコットリョーワ陶瓷有限公司

中国 江蘇省徐州市 徐州青松時装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱アオキ

中国 江蘇省南通市 南通青松時装有限公司

中国 江蘇省南通市 南通青林服飾有限公司

ベトナム ホーチミン アオキ　ベトナム

中国 山東省青島市 青島東窯陶瓷有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】明智セラミックス㈱

米国 ペンシルヴァニア州クレアトン ＴＹＫアメリカ

英国 ダラム州チルトン ＴＹＫリミテッド

中国 遼寧省大連市 朝日興業（大連）有限公司【 一般機械・同部品 】朝日興業㈱

中国 上海市 旭商事株式会社【 木材加工品・家具・建材 】旭商事㈱

ベトナム ホーチミン 旭商事株式会社

米国 レディング アメリカンタイルソース USA【 陶磁器・石材・窯業品 】アメリカンタイルソース㈲

中国 上海市 上海安如达貿易有限公司【 雑貨・アクセサリー 】㈱アルタ

中国 上海市 上海一丸貿易有限公司【 医薬・化粧品 】一丸ファルコス㈱

中国 遼寧省大連市 大連和信塗料有限公司【 化学品 】㈱イバタインテリア

中国 遼寧省大連市 大連日発光明家具有限公司【 木材加工品・家具・建材 】

中国 北京市 揖斐電電子（北京）有限公司【 電子機器・精密機器・同部品 】イビデン㈱

台湾 高雄市 台湾揖斐電股份有限公司

韓国 ソウル イビデンコリア株式会社

マレーシア ペナン イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社

フィリピン バタンガス州 イビデンフィリピン株式会社

シンガポール イビデンシンガポール株式会社
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米国 アリゾナ州フェニックス イビデンU.S.A.株式会社　フェニックス事務所【 電子機器・精密機器・同部品 】イビデン㈱

米国 カリフォルニア州サンタクララ イビデンU.S.A.株式会社　サンタクララ事務所

米国 カリフォルニア州サンディエゴ イビデンU.S.A株式会社　サンディエゴ事務所

米国 テキサス州オースティン市 イビデンU.S.A.株式会社　オースティン事務所

オランダ ホーフドープ イビデンヨーロッパ株式会社　アムステルダム支社

中国 上海市 揖斐電電子（上海）有限公司【 自動車部品 】

米国 インディアナ州コロンバス イビデン　U.S.A. 株式会社　コロンバス事務所

米国 ミネソタ州ファーミントンヒルズ市 イビデンU.S.A.株式会社　デトロイト事務所

メキシコ サンルイスポトシ イビデン　メキシコ

英国 ヒースロー イビデンヨーロッパ株式会社　ロンドン支店

ドイツ シュツットガルト イビデンヨーロッパ株式会社　シュツットガルト支店

フランス コータネー イビデンDPFフランス株式会社

フランス パリ イビデンヨーロッパ株式会社　パリ支店

ハンガリー デュナバルサニー イビデンハンガリー株式会社

シンガポール イビデンアジアホールディングス株式会社【 金融 】

韓国 ポハン市 イビデングラファイトコリア株式会社【 その他 】

インド バンガロール イビデンシンガポール株式会社　インド事務所

米国 オレゴン州ポートランド イビデンU.S.A.株式会社　ポートランド事務所

米国 カリフォルニア州サンタクララ イビデンU.S.A.株式会社

米国 マサチューセッツ州ボストン イビデンU.S.A.株式会社　ボストン事務所

米国 マサチューセッツ州ボストン マイクロメック株式会社

オランダ ホーフドープ イビデンヨーロッパ株式会社

オーストリア グラーツ イビデンポルツェランファブリックフラウエンタール株
式会社

中国 広西チワン族自治区南寧市 南寧大南食品有限公司【 食品・園芸品・農水産品 】イビデン物産㈱

中国 上海市 日本株式会社今尾 上海代表処【 一般機械・同部品 】㈱イマオコーポレーション

中国 江蘇省南通市 威岐服飾（南通）有限公司【 繊維アパレル品 】㈱ウェッジ

中国 江蘇省南通市 南通華祐製衣有限公司
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中国 広東省江門鶴山市 美佳家庭用品廠＆G.T.I刃具製造廠【 刃物製品 】カイインダストリーズ㈱

中国 上海市 上海貝印刃具有限公司

中国 上海市 上海貝印貿易有限公司

香港 貝印香港有限公司

ベトナム ハノイ カイベトナム有限責任会社

インド ニューデリー カイ・マニュファクチュアリング・インディア

米国 オレゴン州 カイ　U.S.A株式会社

米国 ロサンゼルス ユニバーサル レザー インダストリーズ有限責任会社

ドイツ ゾ－リンゲン カイ　ヨーロッパ有限会社

中国 上海市 瑞思華広告（上海）有限公司【 情報通信サービス・ソフトウェア開発 】

インドネシア ブカシ PT.KAKEFU BAJA INDUSTRI INDONESIA【 その他 】㈱カケフホールディングス

インド バンガロール ジャパンメタルビルディングシステムズ

米国 バトルクリーク 株式会社片山製作所【 プラスチック・ゴム製品 】㈱片山製作所

米国 バトルクリーク 株式会社片山製作所【 電子機器・精密機器・同部品 】

米国 バトルクリーク 株式会社片山製作所【 金属製品（金型・鋳物等） 】

米国 バトルクリーク 株式会社片山製作所【 自動車部品 】

中国 江西省南昌市 江西利智服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱片山縫製

中国 江蘇省蘇州昆山市 昆山阿茲威尓服装有限公司

米国 レーベンズウッド ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア【 プラスチック・ゴム製品 】㈱加藤製作所

韓国 仁川市 LK精密株式会社【 電気機器・同部品 】

韓国 仁川市 LK精密株式会社【 金属製品（金型・鋳物等） 】

米国 レーベンズウッド ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

韓国 仁川市 LK精密株式会社【 自動車部品 】

米国 レーベンズウッド ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

韓国 仁川市 LK精密株式会社【 その他 】

中国 上海市 上海中島園芸容器有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】㈲金山化成

ベトナム ハナム省 KANAYAMA KASEI VIETNAM CO., LTD

中国 江蘇省蘇州市 川紡汽車用品（蘇州）有限公司【 繊維アパレル品 】カワボウテキスチャード㈱
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中国 江蘇省南通市 南通和光繊維有限公司【 繊維アパレル品 】カワボウテキスチャード㈱

中国 遼寧省大連市 大連岐阜加藤精密加工有限公司【 自動車部品 】㈱ギフ加藤製作所

中国 上海市 上海永佳工業車両有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】岐阜産研工業㈱

中国 上海市 上海永佳工業車両有限公司【 一般機械・同部品 】

タイ バンコク WGSI CORPORATION CO., LTD.【 一般機械・同部品 】岐阜精工㈱

タイ サラブリ県 GIK (THAILAND) CO., LTD.【 金属製品（金型・鋳物等） 】㈱岐阜精密製作所

中国 江蘇省南通市 岐阜化学新材料（南通）有限公司【 化学品 】㈱岐阜セラツク製造所

中国 上海市 上海奇幅特音響有限公司【 電気機器・同部品 】㈱ギフトク

中国 上海市 日岐利塑（上海）环保制品商貿有公司【 雑貨・アクセサリー 】岐阜プラスチック工業㈱

中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ギフベア

中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 電子機器・精密機器・同部品 】

中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 自動車部品 】

中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 航空機部品 】

ベトナム ホーチミン キョウワベトナム【 一般機械・同部品 】㈱キョウワ

中国 嘉興市 嘉興藤王紳士服有限公司【 繊維アパレル品 】キンググロリー㈱

中国 上海市 上海榮王貿易有限公司

香港 ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

中国 上海市 上海榮王貿易有限公司【 商社 】

香港 ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

中国 遼寧省大連市 大連北村閥門有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ＫＶＫ

フィリピン バタンガス州 KVK PHILIPPINES,INC.

中国 吉林省琿春市 小島衣料（琿春）服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱小島衣料

中国 湖北省黄石市 湖北美島服装有限公司

中国 上海市 上海騰翔服装設計有限公司

香港 小島香港有限公司 

ミャンマー オッポ KOJIMA IRYO MYANMAR COMPANY LIMITED 
(JMKS)

バングラデシュ ダッカ KOJIMA LYRIC GARMENTS LIMITED
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中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ギフベア

中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 電子機器・精密機器・同部品 】

中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 自動車部品 】

中国 上海市 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司【 航空機部品 】

ベトナム ホーチミン キョウワベトナム【 一般機械・同部品 】㈱キョウワ

中国 嘉興市 嘉興藤王紳士服有限公司【 繊維アパレル品 】キンググロリー㈱

中国 上海市 上海榮王貿易有限公司

香港 ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

中国 上海市 上海榮王貿易有限公司【 商社 】

香港 ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

中国 遼寧省大連市 大連北村閥門有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ＫＶＫ

フィリピン バタンガス州 KVK PHILIPPINES,INC.

中国 吉林省琿春市 小島衣料（琿春）服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱小島衣料

中国 湖北省黄石市 湖北美島服装有限公司

中国 上海市 上海騰翔服装設計有限公司

香港 小島香港有限公司 

ミャンマー オッポ KOJIMA IRYO MYANMAR COMPANY LIMITED 
(JMKS)

バングラデシュ ダッカ KOJIMA LYRIC GARMENTS LIMITED

50音順 企業名リスト
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

中国 上海市 上栄精工(上海)有限公司【 一般機械・同部品 】三栄精工㈱

米国 モーリスタウン サンエイ　セイコー　アメリカ【 自動車部品 】

中国 江蘇省南通市 裳楽利服飾整理（南通）有限公司【 繊維アパレル品 】サンラリー㈱

中国 上海市 裳運（上海）貿易有限公司

フィリピン セブ セブダイトー【 その他 】サンリツ㈱

フィリピン マクタン市 セブダイトーコーポレーション

香港 吉服特香港服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱ジィエフティエンタープライズ

ミャンマー ヤンゴン MANUFACTURER GFT ENTERPRISE

中国 江蘇省蘇州昆山市 昆山三和包装用品有限公司【 その他 】ジーパックス㈱

中国 浙江省嘉興市 嘉興清水電子有限公司【 電気機器・同部品 】清水電子工業㈱

中国 上海市 十六銀行　上海駐在員事務所【 金融 】㈱十六銀行

香港 十六銀行　香港駐在員事務所

タイ バンコク 十六銀行　バンコク駐在員事務所

シンガポール 十六銀行　シンガポール駐在員事務所

中国 江蘇省南通市 株式会社正徳トレーディング　中国事務所【 その他 】㈱正徳トレーディング

中国 天津市 天津三達鋳造有限公司【 金属製品（金型・鋳物等） 】昭和商事㈱

中国 天津市 昭和商事株式会社　天津事務所【 商社 】

中国 北京市 昭和商事株式会社　北京事務所

中国 浙江省杭州市 昭和商事株式会社　杭州事務所

中国 上海市 思華伊貿易（上海）有限公司【 化学品 】ショーワ㈱

マレーシア セランゴール州 MAYSHOWA SDN BHD

マレーシア クアラルンプール 白鳥木材加工協同組合【 その他 】白鳥木材加工協同組合

マレーシア バタワース 徳昌磚廠炭窰有限公司

米国 ワシントン州ベルビュー SHINGIJUTSU GLOBAL CONSULTING USA INC.【 その他 】㈱新技術グローバルコンサル
ティング

中国 上海市 上海司派美朋貿易有限公司【 その他 】㈱スーパーメイト

韓国 慶北慶州市 株式会社第一E&M【 一般機械・同部品 】㈱スギヤマメカレトロ

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

タイ バンコク セイノー・サハ・ロジスティクス【 運輸・物流 】セイノーホールディングス㈱

インドネシア ジャカルタ セイノー・インドモービル・ロジスティクス

インドネシア ジャカルタ セイノー・インドモービル・ロジスティクスサービス

マレーシア シャーラム ユナイテッド・セイノートランスポーテイション

中国 江西省景徳鎮市 清和陶器（景徳鎮）有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】清和陶器㈱

中国 蘇州市 蘇州清陶貿易有限公司【 商社 】

中国 江蘇省南通市 南通関ケ原機械製造有限公司【 一般機械・同部品 】㈱関ケ原製作所

中国 上海市 上海三緑好塑料有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】関プラスチック工業㈱

中国 上海市 上海大心機電貿易有限公司【 卸・小売 】㈱ダイシン

中国 遼寧省大連市 大連大心貿易有限公司

モンゴル ウランバートル 大日本土木株式会社　モンゴル営業所【 その他 】大日本土木㈱

キリバス タラワ 大日本土木株式会社　キリバス営業所

エジプト カイロ 大日本土木株式会社　カイロ営業所

セネガル ダカール 大日本土木株式会社　ダカール営業所

マレーシア イポ ギフテック【 木材加工品・家具・建材 】大平産業㈱

マレーシア イポ タイテック　インダストリー

マレーシア イポ ナガラテック　ファニチャー

ベトナム ビンフック省 ベトナム　メガテック

中国 湖南省長沙市 長沙太平洋半谷汽車部件有限公司【 自動車部品 】太平洋工業㈱

中国 常熟 太平洋汽車部件科技（常熟）有限公司

中国 天津市 太平洋工業（中国）投資有限公司

中国 天津市 天津太平洋汽車部件有限公司

台湾 台中市 太平洋汽門工業(股)有限公司

韓国 牙山市 太平洋エアーコントロール工業株式会社

韓国 粱山市 太平洋バルブ工業株式会社

タイ チャチェンサオ県 PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

米国 オハイオ州フェアフィールド PACIFIC INDUSTRIES USA INC.

50音順 企業名リスト
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

中国 上海市 上栄精工(上海)有限公司【 一般機械・同部品 】三栄精工㈱

米国 モーリスタウン サンエイ　セイコー　アメリカ【 自動車部品 】

中国 江蘇省南通市 裳楽利服飾整理（南通）有限公司【 繊維アパレル品 】サンラリー㈱

中国 上海市 裳運（上海）貿易有限公司

フィリピン セブ セブダイトー【 その他 】サンリツ㈱

フィリピン マクタン市 セブダイトーコーポレーション

香港 吉服特香港服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱ジィエフティエンタープライズ

ミャンマー ヤンゴン MANUFACTURER GFT ENTERPRISE

中国 江蘇省蘇州昆山市 昆山三和包装用品有限公司【 その他 】ジーパックス㈱

中国 浙江省嘉興市 嘉興清水電子有限公司【 電気機器・同部品 】清水電子工業㈱

中国 上海市 十六銀行　上海駐在員事務所【 金融 】㈱十六銀行

香港 十六銀行　香港駐在員事務所

タイ バンコク 十六銀行　バンコク駐在員事務所

シンガポール 十六銀行　シンガポール駐在員事務所

中国 江蘇省南通市 株式会社正徳トレーディング　中国事務所【 その他 】㈱正徳トレーディング

中国 天津市 天津三達鋳造有限公司【 金属製品（金型・鋳物等） 】昭和商事㈱

中国 天津市 昭和商事株式会社　天津事務所【 商社 】

中国 北京市 昭和商事株式会社　北京事務所

中国 浙江省杭州市 昭和商事株式会社　杭州事務所

中国 上海市 思華伊貿易（上海）有限公司【 化学品 】ショーワ㈱

マレーシア セランゴール州 MAYSHOWA SDN BHD

マレーシア クアラルンプール 白鳥木材加工協同組合【 その他 】白鳥木材加工協同組合

マレーシア バタワース 徳昌磚廠炭窰有限公司

米国 ワシントン州ベルビュー SHINGIJUTSU GLOBAL CONSULTING USA INC.【 その他 】㈱新技術グローバルコンサル
ティング

中国 上海市 上海司派美朋貿易有限公司【 その他 】㈱スーパーメイト

韓国 慶北慶州市 株式会社第一E&M【 一般機械・同部品 】㈱スギヤマメカレトロ

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

タイ バンコク セイノー・サハ・ロジスティクス【 運輸・物流 】セイノーホールディングス㈱

インドネシア ジャカルタ セイノー・インドモービル・ロジスティクス

インドネシア ジャカルタ セイノー・インドモービル・ロジスティクスサービス

マレーシア シャーラム ユナイテッド・セイノートランスポーテイション

中国 江西省景徳鎮市 清和陶器（景徳鎮）有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】清和陶器㈱

中国 蘇州市 蘇州清陶貿易有限公司【 商社 】

中国 江蘇省南通市 南通関ケ原機械製造有限公司【 一般機械・同部品 】㈱関ケ原製作所

中国 上海市 上海三緑好塑料有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】関プラスチック工業㈱

中国 上海市 上海大心機電貿易有限公司【 卸・小売 】㈱ダイシン

中国 遼寧省大連市 大連大心貿易有限公司

モンゴル ウランバートル 大日本土木株式会社　モンゴル営業所【 その他 】大日本土木㈱

キリバス タラワ 大日本土木株式会社　キリバス営業所

エジプト カイロ 大日本土木株式会社　カイロ営業所

セネガル ダカール 大日本土木株式会社　ダカール営業所

マレーシア イポ ギフテック【 木材加工品・家具・建材 】大平産業㈱

マレーシア イポ タイテック　インダストリー

マレーシア イポ ナガラテック　ファニチャー

ベトナム ビンフック省 ベトナム　メガテック

中国 湖南省長沙市 長沙太平洋半谷汽車部件有限公司【 自動車部品 】太平洋工業㈱

中国 常熟 太平洋汽車部件科技（常熟）有限公司

中国 天津市 太平洋工業（中国）投資有限公司

中国 天津市 天津太平洋汽車部件有限公司

台湾 台中市 太平洋汽門工業(股)有限公司

韓国 牙山市 太平洋エアーコントロール工業株式会社

韓国 粱山市 太平洋バルブ工業株式会社

タイ チャチェンサオ県 PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

米国 オハイオ州フェアフィールド PACIFIC INDUSTRIES USA INC.

50音順 企業名リスト
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

米国 オハイオ州フェアフィールド PACIFIC MANUFACTURING OHIO INC.【 自動車部品 】太平洋工業㈱

米国 テネシー州ジャクソン PACIFIC MANUFACTURING TENNESSEE, INC.

ベルギー ディーゲム市 PACIFIC INDUSTRIES EUROPE NV/SA

中国 江蘇省無錫市 太陽社電気(無錫)有限公司【 電子機器・精密機器・同部品 】太陽社電気㈱

ベトナム ホーチミン 太陽社電気ベトナム

中国 広東省佛山市 佛山高砂工業炉有限公司【 一般機械・同部品 】高砂工業㈱

中国 江蘇省江陰市 髙安工業（江陰）有限公司【 その他 】髙安㈱

中国 江蘇省蘇州市 蘇州中京陶瓷有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】中京セラミック㈱

中国 江蘇省蘇州市 蘇州中京陶瓷有限公司【 電気機器・同部品 】

中国 上海市 上海中京国際貿易有限公司【 繊維アパレル品 】中京縫糸㈱

ベトナム ハノイ CSプラスチックスベトナム【 プラスチック・ゴム製品 】中部エクストロン㈱

ルーマニア ブカレスト TSUCHIYA　ハンガリー　ルーマニア支店【 その他 】ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱

香港 TSUCHIYA株式会社　香港支店

香港 土屋香港有限公司

韓国 ソウル TSUCHIYA　韓国

インドネシア ジャカルタ TSUCHIYAシンガポール　インドネシア駐在員事務所

マレーシア クアラルンプール TSUCHIYA　マレーシア

シンガポール TSUCHIYA　シンガポール

シンガポール TSUCHIYA株式会社　シンガポール支店

ベトナム ハノイ TSUCHIYA　ベトナム

ベトナム ホーチミン TSUCHIYA　ベトナム　ホーチミン支店

カンボジア プノンペン TSUCHIYA　ベトナム　カンボジア支店

米国 カリフォルニア州ロサンゼルス TSUCHIYA　アメリカ

米国 ハワイ TSUCHIYA　ハワイ

ハンガリー ブダペスト TSUCHIYA　ハンガリー

オーストリア ウィーン TSUCHIYA　ハンガリー　オーストリア　オフィス

中国 江蘇省常州市 常州恒川机械有限公司【 電子機器・精密機器・同部品 】㈱恒川工業

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

タイ アユタヤ県 恒川工業株式会社　タイ【 電子機器・精密機器・同部品 】㈱恒川工業

中国 山東省青島市 青島東窯陶瓷有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】㈱ＴＹＫ

台湾 高雄市 台湾東京窯業股份有限公司

米国 ペンシルバニア州ピッツバーグ ＴＹＫアメリカ

英国 ダーラム ＴＹＫリミテッド

ドイツ デュイスブルグ ＴＹＫヨーロッパ

中国 上海市 プレニードラバー上海有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】㈱テクノプレニード　ヒダ

タイ ラヨーン エーエフ　プレニード　合弁会社【 化学品 】

中国 上海市 上海東景塑料製品有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】㈱東海化成

中国 浙江省臨安区 杭州真地塑料製品有限公司

中国 上海市 莎摩服装輔料（上海）有限公司【 繊維アパレル品 】東海サーモ㈱

香港 東海（香港）有限公司

ベトナム ホーチミン VINA TOKAI POWDEX CO., LTD.【 一般機械・同部品 】㈱東海パウデックス

タイ アユタヤ県 ナカシマラバータイランド【 プラスチック・ゴム製品 】㈱ナカシマ

中国 浙江省寧波市 寧波名古屋工業有限公司【 自動車部品 】名古屋技研工業㈱

中国 上海市 拓塞尓国際貿易(上海)有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ナベヤ

シンガポール 株式会社ナベヤ

マレーシア クアラルンプール NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.【 電子機器・精密機器・同部品 】日電精密工業㈱

マレーシア クアラルンプール NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.【 金属製品（金型・鋳物等） 】

マレーシア クアラルンプール NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.【 自動車部品 】

中国 広東省鶴山市 鶴山市日研陶磁原料有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】日研㈱

中国 広東省佛山市 佛山日研陶瓷原料有限公司

ミャンマー ヤンゴン ミャンマー　ニッショウ【 繊維アパレル品 】日昇㈱

タイ バンコク JP WESTON【 その他 】日本ウエストン㈱

ベトナム ダナン 丹羽鋳造ベトナム株式会社【 金属製品（金型・鋳物等） 】丹羽鋳造㈱

中国 広東省深セン市 濃飛(香港）有限公司　深圳事務所【 運輸・物流 】濃飛倉庫運輸㈱

中国 山東省青島市 青島濃飛流通服飾有限公司
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

米国 オハイオ州フェアフィールド PACIFIC MANUFACTURING OHIO INC.【 自動車部品 】太平洋工業㈱

米国 テネシー州ジャクソン PACIFIC MANUFACTURING TENNESSEE, INC.

ベルギー ディーゲム市 PACIFIC INDUSTRIES EUROPE NV/SA

中国 江蘇省無錫市 太陽社電気(無錫)有限公司【 電子機器・精密機器・同部品 】太陽社電気㈱

ベトナム ホーチミン 太陽社電気ベトナム

中国 広東省佛山市 佛山高砂工業炉有限公司【 一般機械・同部品 】高砂工業㈱

中国 江蘇省江陰市 髙安工業（江陰）有限公司【 その他 】髙安㈱

中国 江蘇省蘇州市 蘇州中京陶瓷有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】中京セラミック㈱

中国 江蘇省蘇州市 蘇州中京陶瓷有限公司【 電気機器・同部品 】

中国 上海市 上海中京国際貿易有限公司【 繊維アパレル品 】中京縫糸㈱

ベトナム ハノイ CSプラスチックスベトナム【 プラスチック・ゴム製品 】中部エクストロン㈱

ルーマニア ブカレスト TSUCHIYA　ハンガリー　ルーマニア支店【 その他 】ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱

香港 TSUCHIYA株式会社　香港支店

香港 土屋香港有限公司

韓国 ソウル TSUCHIYA　韓国

インドネシア ジャカルタ TSUCHIYAシンガポール　インドネシア駐在員事務所

マレーシア クアラルンプール TSUCHIYA　マレーシア

シンガポール TSUCHIYA　シンガポール

シンガポール TSUCHIYA株式会社　シンガポール支店

ベトナム ハノイ TSUCHIYA　ベトナム

ベトナム ホーチミン TSUCHIYA　ベトナム　ホーチミン支店

カンボジア プノンペン TSUCHIYA　ベトナム　カンボジア支店

米国 カリフォルニア州ロサンゼルス TSUCHIYA　アメリカ

米国 ハワイ TSUCHIYA　ハワイ

ハンガリー ブダペスト TSUCHIYA　ハンガリー

オーストリア ウィーン TSUCHIYA　ハンガリー　オーストリア　オフィス

中国 江蘇省常州市 常州恒川机械有限公司【 電子機器・精密機器・同部品 】㈱恒川工業

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

タイ アユタヤ県 恒川工業株式会社　タイ【 電子機器・精密機器・同部品 】㈱恒川工業

中国 山東省青島市 青島東窯陶瓷有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】㈱ＴＹＫ

台湾 高雄市 台湾東京窯業股份有限公司

米国 ペンシルバニア州ピッツバーグ ＴＹＫアメリカ

英国 ダーラム ＴＹＫリミテッド

ドイツ デュイスブルグ ＴＹＫヨーロッパ

中国 上海市 プレニードラバー上海有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】㈱テクノプレニード　ヒダ

タイ ラヨーン エーエフ　プレニード　合弁会社【 化学品 】

中国 上海市 上海東景塑料製品有限公司【 プラスチック・ゴム製品 】㈱東海化成

中国 浙江省臨安区 杭州真地塑料製品有限公司

中国 上海市 莎摩服装輔料（上海）有限公司【 繊維アパレル品 】東海サーモ㈱

香港 東海（香港）有限公司

ベトナム ホーチミン VINA TOKAI POWDEX CO., LTD.【 一般機械・同部品 】㈱東海パウデックス

タイ アユタヤ県 ナカシマラバータイランド【 プラスチック・ゴム製品 】㈱ナカシマ

中国 浙江省寧波市 寧波名古屋工業有限公司【 自動車部品 】名古屋技研工業㈱

中国 上海市 拓塞尓国際貿易(上海)有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ナベヤ

シンガポール 株式会社ナベヤ

マレーシア クアラルンプール NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.【 電子機器・精密機器・同部品 】日電精密工業㈱

マレーシア クアラルンプール NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.【 金属製品（金型・鋳物等） 】

マレーシア クアラルンプール NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.【 自動車部品 】

中国 広東省鶴山市 鶴山市日研陶磁原料有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】日研㈱

中国 広東省佛山市 佛山日研陶瓷原料有限公司

ミャンマー ヤンゴン ミャンマー　ニッショウ【 繊維アパレル品 】日昇㈱

タイ バンコク JP WESTON【 その他 】日本ウエストン㈱

ベトナム ダナン 丹羽鋳造ベトナム株式会社【 金属製品（金型・鋳物等） 】丹羽鋳造㈱

中国 広東省深セン市 濃飛(香港）有限公司　深圳事務所【 運輸・物流 】濃飛倉庫運輸㈱

中国 山東省青島市 青島濃飛流通服飾有限公司

50音順 企業名リスト
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

中国 山東省青島市 濃飛倉庫運輸株式会社　青島駐在員事務所【 運輸・物流 】濃飛倉庫運輸㈱

中国 上海市 濃飛（上海）物流有限公司

中国 上海市 濃飛倉庫運輸株式会社　上海駐在員事務所

香港 濃飛（香港）有限公司

タイ バンコク 濃飛倉庫運輸株式会社　バンコク駐在員事務所

ベトナム ホーチミン市 濃飛（ベトナム）ロジスティクス

中国 山東省青島市 青島濃飛流通服飾有限公司【 その他 】

インドネシア タンゲラン PT. NOHHI INDONESIA

中国 遼寧省大連市 野田家具（大連）有限公司【 木材加工品・家具・建材 】野田産業㈱

中国 上海市 上海琶禄展示設計制作有限公司【 その他 】㈱パールマネキン

中国 天津市 星海秦設備製造（天津）有限公司【 その他 】㈱ハイテム

中国 北京市 北京好特客商貿有限公司【 木材加工品・家具・建材 】㈱ハウテック

中国 遼寧省大連市 大連好特客建材有限公司

中国 遼寧省瀋陽市 瀋陽好特客建材有限公司

インドネシア スラバヤ PT.HOU-TECH TRADING

インドネシア 東ジャワ州パスルアン ハウテック　インドネシア

中国 遼寧省大連市 栄光（大連）建築装飾工程有限公司【 その他 】

中国 江蘇省蘇州昆山市 羽島（昆山）産業機器有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ハシマ

シンガポール ハシマ　シンガポール

ベトナム ハナム省 ハシマ　ベトナム

インド バンガロール （株）ハシマ　インド連絡事務所

バングラデシュ ダッカ （株）ハシマ　バングラデッシュ連絡事務所

中国 上海市 上海豊虎汽車地毯有限公司【 自動車部品 】長谷虎紡績㈱

米国 テネシー州チャタヌガ市 タフトラ　オートモーティブ　カーペット株式会社

タイ バンコク ハビックス　トレーディング（タイランド）株式会社【 商社 】ハビックス㈱

中国 杭州 輝格技（杭州）汽車配件有限公司【 自動車部品 】㈱樋口製作所

米国 テキサス州 HIGUCHI MANUFACTURING AMERICA LLC

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

メキシコ コアウイラ州 メキシコ工場【 自動車部品 】㈱樋口製作所

中国 江蘇省常州市 常州安乃―服装有限公司【 繊維アパレル品 】ヒロタ㈱

中国 江蘇省常州市 常州泰広商貿有限公司

中国 江蘇省常州市 常州廣栄国際貿易有限公司

中国 江蘇省常州市 常州廣田服装有限公司

中国 上海市 上海廣孝服飾整理有限公司

中国 青島市 青島広億泓服飾整理有限公司

中国 沐陽 沐陽廣翔服装有限公司

カンボジア プノンペン ヒロタカンボジア

中国 広東省東莞市 福寿汽車零部件（東莞）有限公司【 自動車部品 】福寿工業㈱

タイ ラヨーン県 福寿インダストリー　（タイランド）

中国 江蘇省南通市 南通藍友貿易有限公司【 その他 】㈱ブルーメイト

ベトナム ホーチミン 株式会社フレサクト　ホーチミン事務所【 繊維アパレル品 】㈱フレサクト

中国 河北省張家口市 双喜平和出租汽車有限公司【 運輸・物流 】平和コーポレーション㈱

中国 大連市 大連豊実表面加工工程有限公司【 一般機械・同部品 】豊実精工㈱

中国 浙江省杭州市 博福木（杭州）貿易有限公司【 その他 】㈱ボンフォーム

中国 福建省厦門市 厦門瑪爾巴塔都市貿易有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】前畑㈱

香港 前畑香港有限公司

中国 上海市 松永福利器具制造（上海）有限公司【 その他 】㈱松永製作所

タイ バンコク MATSUNAGA THAILAND

中国 湖北省武漢市 武漢丸順汽車配件有限公司【 自動車部品 】㈱丸順

中国 広東省広州市 広州丸順汽車配件有限公司

タイ アユタヤ県 タイ・マルジュン

インド ラジャスタン ベステックス・MM・インディア社

中国 遼寧省大連市 大連丸嘉精機有限公司【 一般機械・同部品 】丸嘉工業㈱

中国 浙江省麗水市 麗水市丸和防潮材料有限公司【 繊維アパレル品 】マルワ㈱

中国 安徽省明光市 名光甚泰服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱水甚

50音順 企業名リスト
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

中国 山東省青島市 濃飛倉庫運輸株式会社　青島駐在員事務所【 運輸・物流 】濃飛倉庫運輸㈱

中国 上海市 濃飛（上海）物流有限公司

中国 上海市 濃飛倉庫運輸株式会社　上海駐在員事務所

香港 濃飛（香港）有限公司

タイ バンコク 濃飛倉庫運輸株式会社　バンコク駐在員事務所

ベトナム ホーチミン市 濃飛（ベトナム）ロジスティクス

中国 山東省青島市 青島濃飛流通服飾有限公司【 その他 】

インドネシア タンゲラン PT. NOHHI INDONESIA

中国 遼寧省大連市 野田家具（大連）有限公司【 木材加工品・家具・建材 】野田産業㈱

中国 上海市 上海琶禄展示設計制作有限公司【 その他 】㈱パールマネキン

中国 天津市 星海秦設備製造（天津）有限公司【 その他 】㈱ハイテム

中国 北京市 北京好特客商貿有限公司【 木材加工品・家具・建材 】㈱ハウテック

中国 遼寧省大連市 大連好特客建材有限公司

中国 遼寧省瀋陽市 瀋陽好特客建材有限公司

インドネシア スラバヤ PT.HOU-TECH TRADING

インドネシア 東ジャワ州パスルアン ハウテック　インドネシア

中国 遼寧省大連市 栄光（大連）建築装飾工程有限公司【 その他 】

中国 江蘇省蘇州昆山市 羽島（昆山）産業機器有限公司【 一般機械・同部品 】㈱ハシマ

シンガポール ハシマ　シンガポール

ベトナム ハナム省 ハシマ　ベトナム

インド バンガロール （株）ハシマ　インド連絡事務所

バングラデシュ ダッカ （株）ハシマ　バングラデッシュ連絡事務所

中国 上海市 上海豊虎汽車地毯有限公司【 自動車部品 】長谷虎紡績㈱

米国 テネシー州チャタヌガ市 タフトラ　オートモーティブ　カーペット株式会社

タイ バンコク ハビックス　トレーディング（タイランド）株式会社【 商社 】ハビックス㈱

中国 杭州 輝格技（杭州）汽車配件有限公司【 自動車部品 】㈱樋口製作所

米国 テキサス州 HIGUCHI MANUFACTURING AMERICA LLC

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

メキシコ コアウイラ州 メキシコ工場【 自動車部品 】㈱樋口製作所

中国 江蘇省常州市 常州安乃―服装有限公司【 繊維アパレル品 】ヒロタ㈱

中国 江蘇省常州市 常州泰広商貿有限公司

中国 江蘇省常州市 常州廣栄国際貿易有限公司

中国 江蘇省常州市 常州廣田服装有限公司

中国 上海市 上海廣孝服飾整理有限公司

中国 青島市 青島広億泓服飾整理有限公司

中国 沐陽 沐陽廣翔服装有限公司

カンボジア プノンペン ヒロタカンボジア

中国 広東省東莞市 福寿汽車零部件（東莞）有限公司【 自動車部品 】福寿工業㈱

タイ ラヨーン県 福寿インダストリー　（タイランド）

中国 江蘇省南通市 南通藍友貿易有限公司【 その他 】㈱ブルーメイト

ベトナム ホーチミン 株式会社フレサクト　ホーチミン事務所【 繊維アパレル品 】㈱フレサクト

中国 河北省張家口市 双喜平和出租汽車有限公司【 運輸・物流 】平和コーポレーション㈱

中国 大連市 大連豊実表面加工工程有限公司【 一般機械・同部品 】豊実精工㈱

中国 浙江省杭州市 博福木（杭州）貿易有限公司【 その他 】㈱ボンフォーム

中国 福建省厦門市 厦門瑪爾巴塔都市貿易有限公司【 陶磁器・石材・窯業品 】前畑㈱

香港 前畑香港有限公司

中国 上海市 松永福利器具制造（上海）有限公司【 その他 】㈱松永製作所

タイ バンコク MATSUNAGA THAILAND

中国 湖北省武漢市 武漢丸順汽車配件有限公司【 自動車部品 】㈱丸順

中国 広東省広州市 広州丸順汽車配件有限公司

タイ アユタヤ県 タイ・マルジュン

インド ラジャスタン ベステックス・MM・インディア社

中国 遼寧省大連市 大連丸嘉精機有限公司【 一般機械・同部品 】丸嘉工業㈱

中国 浙江省麗水市 麗水市丸和防潮材料有限公司【 繊維アパレル品 】マルワ㈱

中国 安徽省明光市 名光甚泰服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱水甚

50音順 企業名リスト
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

中国 江蘇省南通市 南通三泉服飾有限公司【 繊維アパレル品 】㈱水甚

中国 浙江省平湖市 浙江華盛服飾有限公司

台湾 彰化県 瑞浪股份有限公司【 一般機械・同部品 】瑞浪精機㈱

中国 広東省陽江市 三星刃物株式会社　陽江事務所【 刃物製品 】三星刃物㈱

中国 上海市 三星刃物株式会社　上海事務所

香港 三星刃物香港有限公司

中国 広東省陽江市 三星刃物株式会社　陽江事務所【 雑貨・アクセサリー 】

中国 上海市 三星刃物株式会社　上海事務所

香港 三星刃物香港有限公司

中国 上海市 ミノチャイナ有限公司【 商社 】㈱ミノグループ

タイ バンコク ミノグループ　バンコク駐在員事務所【 その他 】

中国 上海市 美諾金属加工（上海）有限公司【 自動車部品 】美濃工業㈱

中国 上海市 美諾精密圧鋳（上海）有限公司

タイ チョンブリ県 ミノタイランド株式会社

米国 カリフォルニア州 MINO INDUSTRY USA, INC.

メキシコ グアナフアト MINO INDUSTRY MEXICO, S.A. DE C.V..

インド プネ 宮川工業　インディア【 食品・園芸品・農水産品 】宮川工業㈱

インド プネ 宮川工業　インディア【 医薬・化粧品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 化学品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 刃物製品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 一般機械・同部品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 商社 】

香港 麗運洋傘【 雑貨・アクセサリー 】㈱宮嶋

ベトナム ホーチミン 有限会社武芸川精工ベトナム【 一般機械・同部品 】㈱武芸川精工

中国 広東省深セン市 深セン日昇関貿易有限公司【 刃物製品 】㈱ヤクセル

中国 遼寧省遼陽市 遼陽日昇餐具有限公司

香港 日昇香港有限公司

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

【 陶磁器・石材・窯業品 】ヤバシインターナショナル㈱

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

【 金属製品（金型・鋳物等） 】

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

【 木材加工品・家具・建材 】

韓国 浦項市 ヤバシライムストーンテックスコリア【 その他 】

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

ベトナム ハノイ ヤバシベトナムキャドテクノロジーコーポレーション

ミャンマー ヤンゴン ヤバシミャンマーキャドテクノロジー

インドネシア チカンペック ＰＴヤマトゴムインドネシア【 プラスチック・ゴム製品 】㈱山登ゴム

中国 江蘇省泰州泰興市 泰興得利満工房服装有限公司【 繊維アパレル品 】湯峰ソーイング㈱

中国 江蘇省南通市 南通湯峰時装有限公司

ベトナム イェンタイン エムエルビー　テナジー

ベトナム タイビン ランラン

ベトナム バクザン省 横井モールドベトナム有限会社【 プラスチック・ゴム製品 】㈲横井モールド

ベトナム バクザン省 横井モールドベトナム有限会社【 金属製品（金型・鋳物等） 】

タイ バンコク LECIP THAI CO., LTD.【 電気機器・同部品 】レシップホールディングス㈱

シンガポール レシップ　シンガポール

米国 イリノイ州 レシップ　インク

スウェーデン イエテボリ LECIP ARCONTIA AB

中国 江西省南昌市 江西羅克斯服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱ロックス

カンボジア プノンペン JAPAN ROCKS S.E.A. (PHNOM PENH) CO., LTD

中国 上海市 龍古潤（上海）商貿有限公司【 繊維アパレル品 】㈱ロングラン

50音順 企業名リスト
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50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

中国 江蘇省南通市 南通三泉服飾有限公司【 繊維アパレル品 】㈱水甚

中国 浙江省平湖市 浙江華盛服飾有限公司

台湾 彰化県 瑞浪股份有限公司【 一般機械・同部品 】瑞浪精機㈱

中国 広東省陽江市 三星刃物株式会社　陽江事務所【 刃物製品 】三星刃物㈱

中国 上海市 三星刃物株式会社　上海事務所

香港 三星刃物香港有限公司

中国 広東省陽江市 三星刃物株式会社　陽江事務所【 雑貨・アクセサリー 】

中国 上海市 三星刃物株式会社　上海事務所

香港 三星刃物香港有限公司

中国 上海市 ミノチャイナ有限公司【 商社 】㈱ミノグループ

タイ バンコク ミノグループ　バンコク駐在員事務所【 その他 】

中国 上海市 美諾金属加工（上海）有限公司【 自動車部品 】美濃工業㈱

中国 上海市 美諾精密圧鋳（上海）有限公司

タイ チョンブリ県 ミノタイランド株式会社

米国 カリフォルニア州 MINO INDUSTRY USA, INC.

メキシコ グアナフアト MINO INDUSTRY MEXICO, S.A. DE C.V..

インド プネ 宮川工業　インディア【 食品・園芸品・農水産品 】宮川工業㈱

インド プネ 宮川工業　インディア【 医薬・化粧品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 化学品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 刃物製品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 一般機械・同部品 】

インド プネ 宮川工業　インディア【 商社 】

香港 麗運洋傘【 雑貨・アクセサリー 】㈱宮嶋

ベトナム ホーチミン 有限会社武芸川精工ベトナム【 一般機械・同部品 】㈱武芸川精工

中国 広東省深セン市 深セン日昇関貿易有限公司【 刃物製品 】㈱ヤクセル

中国 遼寧省遼陽市 遼陽日昇餐具有限公司

香港 日昇香港有限公司

50音順 企業名リスト

50音順 企業名リスト
現地法人名進出先国 都市名業　種企　業　名

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

【 陶磁器・石材・窯業品 】ヤバシインターナショナル㈱

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

【 金属製品（金型・鋳物等） 】

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

【 木材加工品・家具・建材 】

韓国 浦項市 ヤバシライムストーンテックスコリア【 その他 】

ベトナム ゲアン省クイホップ ヤバシホワイトライムストーンマイニングベトナムコー
ポレーション

ベトナム ハノイ ヤバシベトナムキャドテクノロジーコーポレーション

ミャンマー ヤンゴン ヤバシミャンマーキャドテクノロジー

インドネシア チカンペック ＰＴヤマトゴムインドネシア【 プラスチック・ゴム製品 】㈱山登ゴム

中国 江蘇省泰州泰興市 泰興得利満工房服装有限公司【 繊維アパレル品 】湯峰ソーイング㈱

中国 江蘇省南通市 南通湯峰時装有限公司

ベトナム イェンタイン エムエルビー　テナジー

ベトナム タイビン ランラン

ベトナム バクザン省 横井モールドベトナム有限会社【 プラスチック・ゴム製品 】㈲横井モールド

ベトナム バクザン省 横井モールドベトナム有限会社【 金属製品（金型・鋳物等） 】

タイ バンコク LECIP THAI CO., LTD.【 電気機器・同部品 】レシップホールディングス㈱

シンガポール レシップ　シンガポール

米国 イリノイ州 レシップ　インク

スウェーデン イエテボリ LECIP ARCONTIA AB

中国 江西省南昌市 江西羅克斯服装有限公司【 繊維アパレル品 】㈱ロックス

カンボジア プノンペン JAPAN ROCKS S.E.A. (PHNOM PENH) CO., LTD

中国 上海市 龍古潤（上海）商貿有限公司【 繊維アパレル品 】㈱ロングラン

50音順 企業名リスト
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