
業種別一覧

食品・園芸品・農水産品
現地法人名(和文): 南寧大南食品有限公司

(英文): NANNING DANAN FOOD CO., LTD.
イビデン物産㈱ 進出先国: 中国

岐阜県本巣市有里339

TEL : 058-324-1151 FAX : 058-323-1530

都市名: 広西チワン族自治区南寧
市

〒 501-0415 設立時期: 2002年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 食品・園芸品・農水産品

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社大光　上海代表処㈱大光 進出先国: 中国

岐阜県大垣市浅草2-66

TEL : 0584-89-7777 FAX : 0584-89-9977

都市名: 上海市

〒 503-0947 設立時期: 2012年2月進出形態: 駐在員事務所

業種: 食品・園芸品・農水産品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 食品・園芸品・農水産品

法人番号:

医薬・化粧品
現地法人名(和文): 上海一丸貿易有限公司

(英文): ICHIMARU PHARCOS CHINA CO.,LTD.
一丸ファルコス㈱ 進出先国: 中国

岐阜県本巣市浅木318-1

TEL : 058-320-1030 FAX : 058-320-1041

都市名: 上海市

〒 501-0475 設立時期: 2016年3月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 医薬・化粧品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 医薬・化粧品

法人番号:

プラスチック・ゴム製品
現地法人名(和文): 株式会社片山製作所

(英文): ADVANCED PLASTIC MANUFACTURING INC.
㈱片山製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘1-30

TEL : 0574-63-2151 FAX : 0574-60-1033

都市名: バトルクリーク

〒 509-0249 設立時期: 2005年5月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:
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業種別一覧

プラスチック・ゴム製品
現地法人名(和文): ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

(英文): K.S. OF WEST VIRGINIA CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: レーベンズウッド

〒 509-0249 設立時期: 1995年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海中島園芸容器有限公司

(英文): SHANGHAI NAKASHIMA GARDENING CO., LTD.
㈲金山化成 進出先国: 中国

岐阜県下呂市金山町菅田桐洞132-6

TEL : 0576-33-2121 FAX : 0576-33-2547

都市名: 上海市

〒 509-1623 設立時期: 1999年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(英文): KANAYAMA KASEI VIETNAM CO., LTD

進出先国: ベトナム
都市名: ハナム省

設立時期: 2015年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

現地法人名(和文): 上海永佳工業車両有限公司

(英文): SHANGHAI UKAI INDUSTRIAL VEHICLE CO., LTD.
岐阜産研工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県揖斐郡大野町公郷1403

TEL : 0585-35-2529 FAX : 0585-35-2526

都市名: 上海市

〒 501-0555 設立時期: 2000年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海三緑好塑料有限公司

(英文): SHANGHAI THREE GOOD MATCH PLASTIC CO., LTD.
関プラスチック工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市明生町2-7-10

TEL : 0575-22-4352 FAX : 0575-24-5131

都市名: 上海市

〒 501-3904 設立時期: 2006年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): CSプラスチックスベトナム

(英文): CS PLASTICS VIETNAM
中部エクストロン㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県各務原市上戸町7-1-5

TEL : 058-371-0031 FAX : 058-371-0088

都市名: ハノイ

〒 504-0927 設立時期: 2015年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:
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プラスチック・ゴム製品
現地法人名(和文): プレニードラバー上海有限公司

(英文): PREKNEAD RUBBER SHANGHAI CO., LTD.
㈱テクノプレニード　ヒダ 進出先国: 中国

岐阜県加茂郡川辺町比久見445-6

TEL : 0574-53-3046 FAX : 0574-53-3054

都市名: 上海市

〒 509-0315 設立時期: 2004年4月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海東景塑料製品有限公司

(英文): SHANGHAI DONGJING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.
㈱東海化成 進出先国: 中国

岐阜県美濃市曽代66

TEL : 0575-33-4112 FAX : 0575-33-4489

都市名: 上海市

〒 501-3714 設立時期: 1995年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 杭州真地塑料製品有限公司

(英文): HANGZHOU ZENDI PLASTIC PRODUCT CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 浙江省臨安区

設立時期: 2006年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

現地法人名(和文): ナカシマラバータイランド

(英文): NAKASHIMA RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
㈱ナカシマ 進出先国: タイ

岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-20-1

TEL : 058-385-0001 FAX : 058-370-6688

都市名: アユタヤ県

〒 509-0145 設立時期: 1994年7月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): ＰＴヤマトゴムインドネシア

(英文): PT. YAMATOGOMU-INDONESIA
㈱山登ゴム 進出先国: インドネシア

岐阜県美濃加茂市本郷町6-5-22

TEL : 0574-25-4185 FAX : 0574-25-7387

都市名: チカンペック

〒 505-0027 設立時期: 1996年11月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 横井モールドベトナム有限会社

(英文): YOKOI MOULD VIETNAM CO., LTD.
㈲横井モールド 進出先国: ベトナム

岐阜県可児市大森1058

TEL : 0574-63-5708 FAX : 0574-63-6326

都市名: バクザン省

〒 509-0238 設立時期: 2008年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

業種別一覧

－ 2 －

「2018年 ジェトロ岐阜」



業種別一覧

プラスチック・ゴム製品
現地法人名(和文): ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

(英文): K.S. OF WEST VIRGINIA CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: レーベンズウッド

〒 509-0249 設立時期: 1995年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海中島園芸容器有限公司

(英文): SHANGHAI NAKASHIMA GARDENING CO., LTD.
㈲金山化成 進出先国: 中国

岐阜県下呂市金山町菅田桐洞132-6

TEL : 0576-33-2121 FAX : 0576-33-2547

都市名: 上海市

〒 509-1623 設立時期: 1999年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(英文): KANAYAMA KASEI VIETNAM CO., LTD

進出先国: ベトナム
都市名: ハナム省

設立時期: 2015年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

現地法人名(和文): 上海永佳工業車両有限公司

(英文): SHANGHAI UKAI INDUSTRIAL VEHICLE CO., LTD.
岐阜産研工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県揖斐郡大野町公郷1403

TEL : 0585-35-2529 FAX : 0585-35-2526

都市名: 上海市

〒 501-0555 設立時期: 2000年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海三緑好塑料有限公司

(英文): SHANGHAI THREE GOOD MATCH PLASTIC CO., LTD.
関プラスチック工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市明生町2-7-10

TEL : 0575-22-4352 FAX : 0575-24-5131

都市名: 上海市

〒 501-3904 設立時期: 2006年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): CSプラスチックスベトナム

(英文): CS PLASTICS VIETNAM
中部エクストロン㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県各務原市上戸町7-1-5

TEL : 058-371-0031 FAX : 058-371-0088

都市名: ハノイ

〒 504-0927 設立時期: 2015年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:
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プラスチック・ゴム製品
現地法人名(和文): プレニードラバー上海有限公司

(英文): PREKNEAD RUBBER SHANGHAI CO., LTD.
㈱テクノプレニード　ヒダ 進出先国: 中国

岐阜県加茂郡川辺町比久見445-6

TEL : 0574-53-3046 FAX : 0574-53-3054

都市名: 上海市

〒 509-0315 設立時期: 2004年4月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海東景塑料製品有限公司

(英文): SHANGHAI DONGJING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.
㈱東海化成 進出先国: 中国

岐阜県美濃市曽代66

TEL : 0575-33-4112 FAX : 0575-33-4489

都市名: 上海市

〒 501-3714 設立時期: 1995年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 杭州真地塑料製品有限公司

(英文): HANGZHOU ZENDI PLASTIC PRODUCT CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 浙江省臨安区

設立時期: 2006年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

現地法人名(和文): ナカシマラバータイランド

(英文): NAKASHIMA RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
㈱ナカシマ 進出先国: タイ

岐阜県各務原市鵜沼朝日町2-20-1

TEL : 058-385-0001 FAX : 058-370-6688

都市名: アユタヤ県

〒 509-0145 設立時期: 1994年7月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): ＰＴヤマトゴムインドネシア

(英文): PT. YAMATOGOMU-INDONESIA
㈱山登ゴム 進出先国: インドネシア

岐阜県美濃加茂市本郷町6-5-22

TEL : 0574-25-4185 FAX : 0574-25-7387

都市名: チカンペック

〒 505-0027 設立時期: 1996年11月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:

現地法人名(和文): 横井モールドベトナム有限会社

(英文): YOKOI MOULD VIETNAM CO., LTD.
㈲横井モールド 進出先国: ベトナム

岐阜県可児市大森1058

TEL : 0574-63-5708 FAX : 0574-63-6326

都市名: バクザン省

〒 509-0238 設立時期: 2008年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: プラスチック・ゴム製品

法人番号:
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化学品
現地法人名(和文): 大連和信塗料有限公司

(英文): DALIAN WASHIN COATING CO., LTD.
㈱イバタインテリア 進出先国: 中国

岐阜県飛騨市古川町袈裟丸741

TEL : 0577-75-2502 FAX : 0577-75-2956

都市名: 遼寧省大連市

〒 509-4203 設立時期: 2000年9月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): 岐阜化学新材料（南通）有限公司

(英文): GIFU CHEMICAL NEW MATERIAL NANTONG CO., LTD.
㈱岐阜セラツク製造所 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市加納西丸町1-27

TEL : 058-272-0831 FAX : 058-272-0704

都市名: 江蘇省南通市

〒 500-8618 設立時期: 2012年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): 思華伊貿易（上海）有限公司

(英文): SWI TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
ショーワ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市早田東町2-1

TEL : 058-232-1131 FAX : 058-294-2231

都市名: 上海市

〒 502-0843 設立時期: 2014年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): MAYSHOWA SDN BHD

(英文): MAYSHOWA SDN BHD

進出先国: マレーシア

都市名: セランゴール州

設立時期: 1997年1月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

現地法人名(和文): エーエフ　プレニード　合弁会社

(英文): A.F.PREKNEAD CO.,LTD.
㈱テクノプレニード　ヒダ 進出先国: タイ

岐阜県加茂郡川辺町比久見445-6

TEL : 0574-53-3046 FAX : 0574-53-3054

都市名: ラヨーン

〒 509-0315 設立時期: 2016年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:
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製紙・紙加工・和紙製品
現地法人名(和文): 上海新民紡織機材有限公司

(英文): SHANGHAI XINMIN TEXTILE APPLICANCE CO., LTD.
㈱エステートテイエス 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市長森本町1-21-7

TEL : 058-245-4168 FAX : 058-247-5635

都市名: 上海市

〒 500-8228 設立時期: 1990年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 製紙・紙加工・和紙製品

法人番号:

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 徐州青松時装有限公司

(英文): XUZHOU SEISHO FASHION GARMENTS CO., LTD.
㈱アオキ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町下佐波1-143

TEL : 058-279-0311 FAX : 058-279-1236

都市名: 江蘇省徐州市

〒 501-6121 設立時期: 2009年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通青松時装有限公司

(英文): NANTONG SEISHO FASHION GARMENTS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 1991年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 南通青林服飾有限公司

(英文): NANTONG SEILIN GARMENTS AND ACCESSORIES CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 2003年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): アオキ　ベトナム

(英文): AOKI VIETNAM CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン

設立時期: 2015年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 威岐服飾（南通）有限公司

(英文): WEDGE GARMENTS (NANTONG) CO., LTD.
㈱ウェッジ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市福寿町浅平2-11

TEL : 058-322-8711 FAX : 058-322-8755

都市名: 江蘇省南通市

〒 501-6255 設立時期: 2000年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧
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化学品
現地法人名(和文): 大連和信塗料有限公司

(英文): DALIAN WASHIN COATING CO., LTD.
㈱イバタインテリア 進出先国: 中国

岐阜県飛騨市古川町袈裟丸741

TEL : 0577-75-2502 FAX : 0577-75-2956

都市名: 遼寧省大連市

〒 509-4203 設立時期: 2000年9月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): 岐阜化学新材料（南通）有限公司

(英文): GIFU CHEMICAL NEW MATERIAL NANTONG CO., LTD.
㈱岐阜セラツク製造所 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市加納西丸町1-27

TEL : 058-272-0831 FAX : 058-272-0704

都市名: 江蘇省南通市

〒 500-8618 設立時期: 2012年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): 思華伊貿易（上海）有限公司

(英文): SWI TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
ショーワ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市早田東町2-1

TEL : 058-232-1131 FAX : 058-294-2231

都市名: 上海市

〒 502-0843 設立時期: 2014年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): MAYSHOWA SDN BHD

(英文): MAYSHOWA SDN BHD

進出先国: マレーシア

都市名: セランゴール州

設立時期: 1997年1月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 化学品

現地法人名(和文): エーエフ　プレニード　合弁会社

(英文): A.F.PREKNEAD CO.,LTD.
㈱テクノプレニード　ヒダ 進出先国: タイ

岐阜県加茂郡川辺町比久見445-6

TEL : 0574-53-3046 FAX : 0574-53-3054

都市名: ラヨーン

〒 509-0315 設立時期: 2016年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 化学品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

製紙・紙加工・和紙製品
現地法人名(和文): 上海新民紡織機材有限公司

(英文): SHANGHAI XINMIN TEXTILE APPLICANCE CO., LTD.
㈱エステートテイエス 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市長森本町1-21-7

TEL : 058-245-4168 FAX : 058-247-5635

都市名: 上海市

〒 500-8228 設立時期: 1990年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 製紙・紙加工・和紙製品

法人番号:

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 徐州青松時装有限公司

(英文): XUZHOU SEISHO FASHION GARMENTS CO., LTD.
㈱アオキ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町下佐波1-143

TEL : 058-279-0311 FAX : 058-279-1236

都市名: 江蘇省徐州市

〒 501-6121 設立時期: 2009年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通青松時装有限公司

(英文): NANTONG SEISHO FASHION GARMENTS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 1991年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 南通青林服飾有限公司

(英文): NANTONG SEILIN GARMENTS AND ACCESSORIES CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 2003年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): アオキ　ベトナム

(英文): AOKI VIETNAM CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン

設立時期: 2015年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 威岐服飾（南通）有限公司

(英文): WEDGE GARMENTS (NANTONG) CO., LTD.
㈱ウェッジ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市福寿町浅平2-11

TEL : 058-322-8711 FAX : 058-322-8755

都市名: 江蘇省南通市

〒 501-6255 設立時期: 2000年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧
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繊維アパレル品
現地法人名(和文): オクダベトナム

(英文): CONG TY TNHH OKUDA VIET NAM
㈱奥田縫製 進出先国: ベトナム

岐阜県岐阜市東川手2-54

TEL : 058-272-1765 FAX : 058-274-0249

都市名: ダナン

〒 500-8257 設立時期: 2010年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): アジアビスタ合併会社

(英文): ASIA VISTA MANUFACTURING CO.,LTD.

進出先国: ミャンマー
都市名: ヤンゴン

設立時期: 2015年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): テネウォンニ合併会社

(英文): TEK NAY WUNN NI MANUFACTURING CO.,LTD.

進出先国: ミャンマー
都市名: ヤンゴン

設立時期: 2015年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 江西利智服装有限公司

(英文): JIANGXI RICHI GARMENT CO., LTD.
㈱片山縫製 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町瑞穂943

TEL : 0584-37-2107 FAX : 0584-37-2078

都市名: 江西省南昌市

〒 503-1274 設立時期: 2009年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 昆山阿茲威尓服装有限公司

(英文): KUNSHAN AZWELL GARMENT CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

設立時期: 2001年9月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 川紡汽車用品（蘇州）有限公司

(英文): KAWABO TEXTURED (SUZHOU) CO., LTD.
カワボウテキスチャード㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市正木町須賀544-17

TEL : 058-393-0311 FAX : 058-393-0275

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 501-6216 設立時期: 2007年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧
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繊維アパレル品
現地法人名(和文): オクダベトナム

(英文): CONG TY TNHH OKUDA VIET NAM
㈱奥田縫製 進出先国: ベトナム

岐阜県岐阜市東川手2-54

TEL : 058-272-1765 FAX : 058-274-0249

都市名: ダナン

〒 500-8257 設立時期: 2010年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): アジアビスタ合併会社

(英文): ASIA VISTA MANUFACTURING CO.,LTD.

進出先国: ミャンマー
都市名: ヤンゴン

設立時期: 2015年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): テネウォンニ合併会社

(英文): TEK NAY WUNN NI MANUFACTURING CO.,LTD.

進出先国: ミャンマー
都市名: ヤンゴン

設立時期: 2015年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 江西利智服装有限公司

(英文): JIANGXI RICHI GARMENT CO., LTD.
㈱片山縫製 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町瑞穂943

TEL : 0584-37-2107 FAX : 0584-37-2078

都市名: 江西省南昌市

〒 503-1274 設立時期: 2009年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 昆山阿茲威尓服装有限公司

(英文): KUNSHAN AZWELL GARMENT CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

設立時期: 2001年9月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 川紡汽車用品（蘇州）有限公司

(英文): KAWABO TEXTURED (SUZHOU) CO., LTD.
カワボウテキスチャード㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市正木町須賀544-17

TEL : 058-393-0311 FAX : 058-393-0275

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 501-6216 設立時期: 2007年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧
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繊維アパレル品
現地法人名(和文): 南通和光繊維有限公司

(英文): NANTONG HEGUANG FIBERS CO., LTD.
カワボウテキスチャード㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市正木町須賀544-17

TEL : 058-393-0311 FAX : 058-393-0275

都市名: 江蘇省南通市

〒 501-6216 設立時期: 1998年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 嘉興藤王紳士服有限公司キンググロリー㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-10

TEL : 058-271-7771 FAX : 058-271-7770

都市名: 嘉興市

〒 500-8267

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海榮王貿易有限公司

(英文): RONGWANG CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 2006年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(英文): ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

進出先国: 香港

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 小島衣料（琿春）服装有限公司

(英文): KOJIMA IRYO (HUNCHUN) GARMENT CO., LTD.
㈱小島衣料 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市粟野西5-684

TEL : 058-237-3033 FAX : 058-237-6146

都市名: 吉林省琿春市

〒 502-0006 設立時期: 2006年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 湖北美島服装有限公司

(英文): HUBEI MEIDAO GARMENT CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 湖北省黄石市

設立時期: 1991年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧

業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 上海騰翔服装設計有限公司

(英文): SHANGHAI TENGXIANG FASHION TECHNOLOGY CO., LTD.
㈱小島衣料 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市粟野西5-684

TEL : 058-237-3033 FAX : 058-237-6146

都市名: 上海市

〒 502-0006 設立時期: 2007年1月

事業内容: 各種アパレル業務サポー
ト

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 小島香港有限公司 

(英文): KOJIMA HONGKONG LIMITED

進出先国: 香港

設立時期: 2009年3月

事業内容: 貿易業務トータルサポー
ト

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(英文): KOJIMA IRYO MYANMAR COMPANY LIMITED (JMKS)

進出先国: ミャンマー
都市名: オッポ

設立時期: 2015年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(英文): KOJIMA LYRIC GARMENTS LIMITED

進出先国: バングラデシュ

都市名: ダッカ

設立時期: 2010年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 裳楽利服飾整理（南通）有限公司サンラリー㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市北鶉3-16

TEL : 058-278-0500 FAX : 058-271-6162

都市名: 江蘇省南通市

〒 500-8287 設立時期: 2011年9月
事業内容: 検品

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 裳運（上海）貿易有限公司 進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 2011年11月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧
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繊維アパレル品
現地法人名(和文): 南通和光繊維有限公司

(英文): NANTONG HEGUANG FIBERS CO., LTD.
カワボウテキスチャード㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市正木町須賀544-17

TEL : 058-393-0311 FAX : 058-393-0275

都市名: 江蘇省南通市

〒 501-6216 設立時期: 1998年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 嘉興藤王紳士服有限公司キンググロリー㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-10

TEL : 058-271-7771 FAX : 058-271-7770

都市名: 嘉興市

〒 500-8267

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海榮王貿易有限公司

(英文): RONGWANG CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 2006年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(英文): ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

進出先国: 香港

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 小島衣料（琿春）服装有限公司

(英文): KOJIMA IRYO (HUNCHUN) GARMENT CO., LTD.
㈱小島衣料 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市粟野西5-684

TEL : 058-237-3033 FAX : 058-237-6146

都市名: 吉林省琿春市

〒 502-0006 設立時期: 2006年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 湖北美島服装有限公司

(英文): HUBEI MEIDAO GARMENT CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 湖北省黄石市

設立時期: 1991年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧

業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 上海騰翔服装設計有限公司

(英文): SHANGHAI TENGXIANG FASHION TECHNOLOGY CO., LTD.
㈱小島衣料 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市粟野西5-684

TEL : 058-237-3033 FAX : 058-237-6146

都市名: 上海市

〒 502-0006 設立時期: 2007年1月

事業内容: 各種アパレル業務サポー
ト

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 小島香港有限公司 

(英文): KOJIMA HONGKONG LIMITED

進出先国: 香港

設立時期: 2009年3月

事業内容: 貿易業務トータルサポー
ト

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(英文): KOJIMA IRYO MYANMAR COMPANY LIMITED (JMKS)

進出先国: ミャンマー
都市名: オッポ

設立時期: 2015年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(英文): KOJIMA LYRIC GARMENTS LIMITED

進出先国: バングラデシュ

都市名: ダッカ

設立時期: 2010年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 裳楽利服飾整理（南通）有限公司サンラリー㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市北鶉3-16

TEL : 058-278-0500 FAX : 058-271-6162

都市名: 江蘇省南通市

〒 500-8287 設立時期: 2011年9月
事業内容: 検品

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 裳運（上海）貿易有限公司 進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 2011年11月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧
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業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 吉服特香港服装有限公司

(英文): GFT ENTERPRISES(H.K.)LIMITED
㈱ジィエフティエンタープライズ 進出先国: 香港

岐阜県瑞穂市生津204-2

TEL : 058-327-5001 FAX : 058-327-5558

〒 501-0211 設立時期: 2007年

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(英文): MANUFACTURER GFT ENTERPRISE

進出先国: ミャンマー
都市名: ヤンゴン

設立時期: 2013年

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 上海中京国際貿易有限公司

(英文): SHANGHAI CHUKYO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
中京縫糸㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市青柳町6-4

TEL : 058-251-7155 FAX : 058-253-7220

都市名: 上海市

〒 500-8881 設立時期: 2001年8月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 莎摩服装輔料（上海）有限公司

(英文): THERMO (SHANGHAI) CO., LTD.
東海サーモ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市大井4-53

TEL : 0584-89-3111 FAX : 0584-89-4172

都市名: 上海市

〒 503-0836 設立時期: 2001年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 東海（香港）有限公司

(英文): TOHKAI THERMO (HONG KONG) CO., LTD.

進出先国: 香港

設立時期: 1979年7月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): ミャンマー　ニッショウ

(英文): MYANMAR NISSHO CO.,LTD.
日昇㈱ 進出先国: ミャンマー

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄734-1

TEL : 058-391-0637 FAX : 058-391-0638

都市名: ヤンゴン

〒 501-6233 設立時期: 2014年12月
事業内容: 検品業

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 常州安乃―服装有限公司

(英文): CHANGZHOU ANAYI GARMENT CO.,LTD.
ヒロタ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市玉姓町3-25

TEL : 058-264-2201 FAX : 058-264-4351

都市名: 江蘇省常州市

〒 500-8677

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号: 4200001004414

現地法人名(和文): 常州泰広商貿有限公司

(英文): CHANGZHOU TAIQUANG COMMERCIAL & TRADING CO.,LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省常州市

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 常州廣栄国際貿易有限公司

(英文): CHANGZHOU GUANGRONG INTERNATIONAL TRADE CO., 
LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省常州市

設立時期: 2008年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 常州廣田服装有限公司

(英文): CHANGZHOU HIROTA GARMENT CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江蘇省常州市

設立時期: 2000年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 上海廣孝服飾整理有限公司

(英文): SHANGHAI KOSHO FASHION SERVICE CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 上海市

設立時期: 2006年7月
事業内容: 検品

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 青島広億泓服飾整理有限公司

(英文): HYH APPAREL INSPECTION CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 青島市

事業内容: 検査・検品
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧
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業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 吉服特香港服装有限公司

(英文): GFT ENTERPRISES(H.K.)LIMITED
㈱ジィエフティエンタープライズ 進出先国: 香港

岐阜県瑞穂市生津204-2

TEL : 058-327-5001 FAX : 058-327-5558

〒 501-0211 設立時期: 2007年

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(英文): MANUFACTURER GFT ENTERPRISE

進出先国: ミャンマー
都市名: ヤンゴン

設立時期: 2013年

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 上海中京国際貿易有限公司

(英文): SHANGHAI CHUKYO INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
中京縫糸㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市青柳町6-4

TEL : 058-251-7155 FAX : 058-253-7220

都市名: 上海市

〒 500-8881 設立時期: 2001年8月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 莎摩服装輔料（上海）有限公司

(英文): THERMO (SHANGHAI) CO., LTD.
東海サーモ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市大井4-53

TEL : 0584-89-3111 FAX : 0584-89-4172

都市名: 上海市

〒 503-0836 設立時期: 2001年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 東海（香港）有限公司

(英文): TOHKAI THERMO (HONG KONG) CO., LTD.

進出先国: 香港

設立時期: 1979年7月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): ミャンマー　ニッショウ

(英文): MYANMAR NISSHO CO.,LTD.
日昇㈱ 進出先国: ミャンマー

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄734-1

TEL : 058-391-0637 FAX : 058-391-0638

都市名: ヤンゴン

〒 501-6233 設立時期: 2014年12月
事業内容: 検品業

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 常州安乃―服装有限公司

(英文): CHANGZHOU ANAYI GARMENT CO.,LTD.
ヒロタ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市玉姓町3-25

TEL : 058-264-2201 FAX : 058-264-4351

都市名: 江蘇省常州市

〒 500-8677

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号: 4200001004414

現地法人名(和文): 常州泰広商貿有限公司

(英文): CHANGZHOU TAIQUANG COMMERCIAL & TRADING CO.,LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省常州市

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 常州廣栄国際貿易有限公司

(英文): CHANGZHOU GUANGRONG INTERNATIONAL TRADE CO., 
LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省常州市

設立時期: 2008年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 常州廣田服装有限公司

(英文): CHANGZHOU HIROTA GARMENT CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江蘇省常州市

設立時期: 2000年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 上海廣孝服飾整理有限公司

(英文): SHANGHAI KOSHO FASHION SERVICE CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 上海市

設立時期: 2006年7月
事業内容: 検品

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 青島広億泓服飾整理有限公司

(英文): HYH APPAREL INSPECTION CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 青島市

事業内容: 検査・検品
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧

－ 11 － 「2018年 ジェトロ岐阜」



業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 沐陽廣翔服装有限公司

(英文): SHUYANG GUANGXIANG GARMENT CO.,LTD.
ヒロタ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市玉姓町3-25

TEL : 058-264-2201 FAX : 058-264-4351

都市名: 沐陽

〒 500-8677

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号: 4200001004414

現地法人名(和文): ヒロタカンボジア

(英文): HIROTA (CAMBODIA) GARMENT CO.,LTD.

進出先国: カンボジア
都市名: プノンペン

設立時期: 2013年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 株式会社フレサクト　ホーチミン事務所

(英文): FRESACT CO., LTD. HO CHI MINH OFFICE
㈱フレサクト 進出先国: ベトナム

岐阜県岐阜市島田1-6-14

TEL : 058-233-8412 FAX : 058-233-8439

都市名: ホーチミン

〒 502-0917 設立時期: 2010年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 麗水市丸和防潮材料有限公司

(英文): LISHUI WANHE PRE-MOIST MATERIAL CO., LTD.
マルワ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県安八郡安八町南條77

TEL : 0584-64-6234 FAX : 0584-64-6033

都市名: 浙江省麗水市

〒 503-0123 設立時期: 2007年1月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 名光甚泰服装有限公司

(英文): MING GUANG SHENTAI GARMENTS CO., LTD.
㈱水甚 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3

TEL : 058-279-3045 FAX : 058-279-2507

都市名: 安徽省明光市

〒 501-6123 設立時期: 2006年9月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通三泉服飾有限公司

(英文): NANTONG SANQUAN GARMENTS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 2006年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧

業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 浙江華盛服飾有限公司

(英文): ZHEJIANG HUASHENG GARMENTS CO., LTD.
㈱水甚 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3

TEL : 058-279-3045 FAX : 058-279-2507

都市名: 浙江省平湖市

〒 501-6123 設立時期: 2002年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 泰興得利満工房服装有限公司

(英文): TAIXING DREAM FASHION CO., LTD.
湯峰ソーイング㈱ 進出先国: 中国

岐阜県飛騨市古川町沼町650-5

TEL : 0577-73-4217 FAX : 0577-73-6446

都市名: 江蘇省泰州泰興市

〒 509-4214 設立時期: 2005年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通湯峰時装有限公司

(英文): NANTONG TANGFENG FASHION CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 1992年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): エムエルビー　テナジー

(英文): MLB TENERGY CO., LTD.

進出先国: ベトナム

都市名: イェンタイン

設立時期: 2011年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): ランラン

(英文): LANLAN CO., LTD.

進出先国: ベトナム

都市名: タイビン

設立時期: 2001年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 江西羅克斯服装有限公司

(英文): JIANGXI ROCKS GARMENT CO., LTD.
㈱ロックス 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市田神町2-17

TEL : 058-245-3585 FAX : 058-245-3740

都市名: 江西省南昌市

〒 500-8158 設立時期: 1991年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧
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繊維アパレル品
現地法人名(和文): 沐陽廣翔服装有限公司

(英文): SHUYANG GUANGXIANG GARMENT CO.,LTD.
ヒロタ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市玉姓町3-25

TEL : 058-264-2201 FAX : 058-264-4351

都市名: 沐陽

〒 500-8677

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号: 4200001004414

現地法人名(和文): ヒロタカンボジア

(英文): HIROTA (CAMBODIA) GARMENT CO.,LTD.

進出先国: カンボジア
都市名: プノンペン

設立時期: 2013年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 株式会社フレサクト　ホーチミン事務所

(英文): FRESACT CO., LTD. HO CHI MINH OFFICE
㈱フレサクト 進出先国: ベトナム

岐阜県岐阜市島田1-6-14

TEL : 058-233-8412 FAX : 058-233-8439

都市名: ホーチミン

〒 502-0917 設立時期: 2010年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 麗水市丸和防潮材料有限公司

(英文): LISHUI WANHE PRE-MOIST MATERIAL CO., LTD.
マルワ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県安八郡安八町南條77

TEL : 0584-64-6234 FAX : 0584-64-6033

都市名: 浙江省麗水市

〒 503-0123 設立時期: 2007年1月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 名光甚泰服装有限公司

(英文): MING GUANG SHENTAI GARMENTS CO., LTD.
㈱水甚 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3

TEL : 058-279-3045 FAX : 058-279-2507

都市名: 安徽省明光市

〒 501-6123 設立時期: 2006年9月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通三泉服飾有限公司

(英文): NANTONG SANQUAN GARMENTS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 2006年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

業種別一覧

業種別一覧

繊維アパレル品
現地法人名(和文): 浙江華盛服飾有限公司

(英文): ZHEJIANG HUASHENG GARMENTS CO., LTD.
㈱水甚 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3

TEL : 058-279-3045 FAX : 058-279-2507

都市名: 浙江省平湖市

〒 501-6123 設立時期: 2002年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 泰興得利満工房服装有限公司

(英文): TAIXING DREAM FASHION CO., LTD.
湯峰ソーイング㈱ 進出先国: 中国

岐阜県飛騨市古川町沼町650-5

TEL : 0577-73-4217 FAX : 0577-73-6446

都市名: 江蘇省泰州泰興市

〒 509-4214 設立時期: 2005年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通湯峰時装有限公司

(英文): NANTONG TANGFENG FASHION CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 江蘇省南通市

設立時期: 1992年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): エムエルビー　テナジー

(英文): MLB TENERGY CO., LTD.

進出先国: ベトナム

都市名: イェンタイン

設立時期: 2011年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): ランラン

(英文): LANLAN CO., LTD.

進出先国: ベトナム

都市名: タイビン

設立時期: 2001年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

現地法人名(和文): 江西羅克斯服装有限公司

(英文): JIANGXI ROCKS GARMENT CO., LTD.
㈱ロックス 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市田神町2-17

TEL : 058-245-3585 FAX : 058-245-3740

都市名: 江西省南昌市

〒 500-8158 設立時期: 1991年1月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

業種別一覧
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繊維アパレル品

現地法人名(英文): JAPAN ROCKS S.E.A. (PHNOM PENH) CO., LTD
㈱ロックス 進出先国: カンボジア

岐阜県岐阜市田神町2-17

TEL : 058-245-3585 FAX : 058-245-3740

都市名: プノンペン

〒 500-8158 設立時期: 2012年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 龍古潤（上海）商貿有限公司㈱ロングラン 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市清本町7-47

TEL : 058-271-8864 FAX : 058-274-5414

都市名: 上海市

〒 500-8351 設立時期: 2013年5月

事業内容: 仲介
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): ＩＲ建材貿易有限公司

(英文): IR (FOSHAN) BUILDING MATERIALS TRADING CO.,LTD.
㈱アイコットリョーワ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市大薮町1989-5

TEL : 0572-27-6161 FAX : 0572-29-4028

都市名: 広東省佛山市

〒 507-0068

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): アイコット広東陶磁有限公司

(英文): ICOT (GUANGDONG) CERAMICS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 広東省佛山市

設立時期: 1994年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 佛山リョーワ陶磁有限公司

(英文): FOSHAN RYOWA CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 広東省佛山市

設立時期: 1989年10月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 景徳鎮アイコットリョーワ陶瓷有限公司

(英文): JINGDEZHEN ICOT RYOWA CERAMICS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江西省景徳鎮市

設立時期: 2011年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

業種別一覧

業種別一覧

陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): 江西アイコットリョーワ陶瓷有限公司

(英文): JIANGXI ICOT RYOWA CERAMICS CO., LTD.
㈱アイコットリョーワ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市大薮町1989-5

TEL : 0572-27-6161 FAX : 0572-29-4028

都市名: 江西省高安市

〒 507-0068 設立時期: 2011年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 青島東窯陶瓷有限公司

(英文): TYK (QINGDAO) CO., LTD.
明智セラミックス㈱ 進出先国: 中国

岐阜県恵那市明智町1614

TEL : 0573-54-2105 FAX : 0573-54-2126

都市名: 山東省青島市

〒 509-7731 設立時期: 2004年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): ＴＹＫアメリカ

(英文): TYK AMERICA. INC.

進出先国: 米国
都市名: ペンシルヴァニア州クレア

トン
設立時期: 1982年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫリミテッド

(英文): TYK LIMITED

進出先国: 英国

都市名: ダラム州チルトン

設立時期: 1988年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): アメリカンタイルソース USA

(英文): AMERICAN TILE SOURCE - USA
アメリカンタイルソース㈲ 進出先国: 米国

岐阜県多治見市光ヶ丘2-28-2

TEL : 0572-25-5451 FAX : 0572-25-5454

都市名: レディング

〒 507-0052 設立時期: 1990年11月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 清和陶器（景徳鎮）有限公司

(英文): SEIWA CERAMICS (JINGDEZHEN) CO., LTD.
清和陶器㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市姫町3-40

TEL : 0572-29-2511 FAX : 0572-27-6511

都市名: 江西省景徳鎮市

〒 507-0061 設立時期: 2002年8月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:
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－ 14 －

「2018年 ジェトロ岐阜」



業種別一覧

繊維アパレル品

現地法人名(英文): JAPAN ROCKS S.E.A. (PHNOM PENH) CO., LTD
㈱ロックス 進出先国: カンボジア

岐阜県岐阜市田神町2-17

TEL : 058-245-3585 FAX : 058-245-3740

都市名: プノンペン

〒 500-8158 設立時期: 2012年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

現地法人名(和文): 龍古潤（上海）商貿有限公司㈱ロングラン 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市清本町7-47

TEL : 058-271-8864 FAX : 058-274-5414

都市名: 上海市

〒 500-8351 設立時期: 2013年5月

事業内容: 仲介
進出形態: 現地法人

業種: 繊維アパレル品

法人番号:

陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): ＩＲ建材貿易有限公司

(英文): IR (FOSHAN) BUILDING MATERIALS TRADING CO.,LTD.
㈱アイコットリョーワ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市大薮町1989-5

TEL : 0572-27-6161 FAX : 0572-29-4028

都市名: 広東省佛山市

〒 507-0068

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): アイコット広東陶磁有限公司

(英文): ICOT (GUANGDONG) CERAMICS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 広東省佛山市

設立時期: 1994年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 佛山リョーワ陶磁有限公司

(英文): FOSHAN RYOWA CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 広東省佛山市

設立時期: 1989年10月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 景徳鎮アイコットリョーワ陶瓷有限公司

(英文): JINGDEZHEN ICOT RYOWA CERAMICS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 江西省景徳鎮市

設立時期: 2011年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

業種別一覧

業種別一覧

陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): 江西アイコットリョーワ陶瓷有限公司

(英文): JIANGXI ICOT RYOWA CERAMICS CO., LTD.
㈱アイコットリョーワ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市大薮町1989-5

TEL : 0572-27-6161 FAX : 0572-29-4028

都市名: 江西省高安市

〒 507-0068 設立時期: 2011年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 青島東窯陶瓷有限公司

(英文): TYK (QINGDAO) CO., LTD.
明智セラミックス㈱ 進出先国: 中国

岐阜県恵那市明智町1614

TEL : 0573-54-2105 FAX : 0573-54-2126

都市名: 山東省青島市

〒 509-7731 設立時期: 2004年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): ＴＹＫアメリカ

(英文): TYK AMERICA. INC.

進出先国: 米国
都市名: ペンシルヴァニア州クレア

トン
設立時期: 1982年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫリミテッド

(英文): TYK LIMITED

進出先国: 英国

都市名: ダラム州チルトン

設立時期: 1988年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): アメリカンタイルソース USA

(英文): AMERICAN TILE SOURCE - USA
アメリカンタイルソース㈲ 進出先国: 米国

岐阜県多治見市光ヶ丘2-28-2

TEL : 0572-25-5451 FAX : 0572-25-5454

都市名: レディング

〒 507-0052 設立時期: 1990年11月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 清和陶器（景徳鎮）有限公司

(英文): SEIWA CERAMICS (JINGDEZHEN) CO., LTD.
清和陶器㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市姫町3-40

TEL : 0572-29-2511 FAX : 0572-27-6511

都市名: 江西省景徳鎮市

〒 507-0061 設立時期: 2002年8月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

業種別一覧
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陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): 蘇州中京陶瓷有限公司

(英文): SUZHOU CHUKYO CERAMICS CO., LTD.
中京セラミック㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市生田町4-50

TEL : 0572-22-8745 FAX : 0572-23-9600

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 507-0807 設立時期: 1991年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 青島東窯陶瓷有限公司

(英文): TYK-QINGDAO
㈱ＴＹＫ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市大畑町3-1

TEL : 0572-22-8151 FAX : 0572-22-0706

都市名: 山東省青島市

〒 507-8607 設立時期: 2004年6月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号: 2010001023781

現地法人名(和文): 台湾東京窯業股份有限公司

(英文): TYK TAIWAN CO., LTD.

進出先国: 台湾
都市名: 高雄市

設立時期: 1988年2月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫアメリカ

(英文): TYK AMERICA INC.

進出先国: 米国

都市名: ペンシルバニア州ピッツ
バーグ

設立時期: 1982年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫリミテッド

(英文): TYK LIMITED

進出先国: 英国

都市名: ダーラム

設立時期: 1988年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫヨーロッパ

(英文): TYK EUROPE GMBH

進出先国: ドイツ
都市名: デュイスブルグ

設立時期: 1995年4月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

業種別一覧
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陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): 鶴山市日研陶磁原料有限公司

(英文): HESHAN NIKKEN CERAMIC MATERIAL CO., LTD.
日研㈱ 進出先国: 中国

岐阜県土岐市妻木町3210-2

TEL : 0572-57-2115 FAX : 0572-57-2155

都市名: 広東省鶴山市

〒 509-5301 設立時期: 2008年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 佛山日研陶瓷原料有限公司

(英文): FOSHAN NIKKEN CERAMIC MATERIAL CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 広東省佛山市

設立時期: 2003年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 厦門瑪爾巴塔都市貿易有限公司

(英文): MAEBATA CITY INC.
前畑㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市前畑町2-12

TEL : 0572-24-1111 FAX : 0572-22-0962

都市名: 福建省厦門市

〒 507-8701 設立時期: 2010年9月

事業内容: 貿易
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 前畑香港有限公司

(英文): MAEBATA HONG KONG CO.,LTD.

進出先国: 香港

設立時期: 2014年6月

事業内容: 貿易
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 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

(英文): YABASHI WHITE LIMESTONE MINING VIETNAM CORP.,
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: ゲアン省クイホップ

〒 503-2213 設立時期: 2000年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

刃物製品
現地法人名(和文): 蘇州大熊製刀有限公司

(英文): SUZHOU BIG BEAR KNIFE MANUFACTURE CO., LTD.
ガーバー・サカイ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市志津野2081

TEL : 0575-29-0311 FAX : 0575-29-0352

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 501-3205 設立時期: 1994年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:
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陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): 蘇州中京陶瓷有限公司

(英文): SUZHOU CHUKYO CERAMICS CO., LTD.
中京セラミック㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市生田町4-50

TEL : 0572-22-8745 FAX : 0572-23-9600

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 507-0807 設立時期: 1991年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 青島東窯陶瓷有限公司

(英文): TYK-QINGDAO
㈱ＴＹＫ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市大畑町3-1

TEL : 0572-22-8151 FAX : 0572-22-0706

都市名: 山東省青島市

〒 507-8607 設立時期: 2004年6月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号: 2010001023781

現地法人名(和文): 台湾東京窯業股份有限公司

(英文): TYK TAIWAN CO., LTD.

進出先国: 台湾
都市名: 高雄市

設立時期: 1988年2月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫアメリカ

(英文): TYK AMERICA INC.

進出先国: 米国

都市名: ペンシルバニア州ピッツ
バーグ

設立時期: 1982年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫリミテッド

(英文): TYK LIMITED

進出先国: 英国

都市名: ダーラム

設立時期: 1988年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): ＴＹＫヨーロッパ

(英文): TYK EUROPE GMBH

進出先国: ドイツ
都市名: デュイスブルグ

設立時期: 1995年4月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

業種別一覧
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陶磁器・石材・窯業品
現地法人名(和文): 鶴山市日研陶磁原料有限公司

(英文): HESHAN NIKKEN CERAMIC MATERIAL CO., LTD.
日研㈱ 進出先国: 中国

岐阜県土岐市妻木町3210-2

TEL : 0572-57-2115 FAX : 0572-57-2155

都市名: 広東省鶴山市

〒 509-5301 設立時期: 2008年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 佛山日研陶瓷原料有限公司

(英文): FOSHAN NIKKEN CERAMIC MATERIAL CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 広東省佛山市

設立時期: 2003年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 厦門瑪爾巴塔都市貿易有限公司

(英文): MAEBATA CITY INC.
前畑㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市前畑町2-12

TEL : 0572-24-1111 FAX : 0572-22-0962

都市名: 福建省厦門市

〒 507-8701 設立時期: 2010年9月

事業内容: 貿易
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

現地法人名(和文): 前畑香港有限公司

(英文): MAEBATA HONG KONG CO.,LTD.

進出先国: 香港

設立時期: 2014年6月

事業内容: 貿易
進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

現地法人名(和文): 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

(英文): YABASHI WHITE LIMESTONE MINING VIETNAM CORP.,
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: ゲアン省クイホップ

〒 503-2213 設立時期: 2000年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 陶磁器・石材・窯業品

法人番号:

刃物製品
現地法人名(和文): 蘇州大熊製刀有限公司

(英文): SUZHOU BIG BEAR KNIFE MANUFACTURE CO., LTD.
ガーバー・サカイ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市志津野2081

TEL : 0575-29-0311 FAX : 0575-29-0352

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 501-3205 設立時期: 1994年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

業種別一覧
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刃物製品
現地法人名(和文): 貝印信息咨訽(広州)有限公司

(英文): KAI R&D (GUANGZHOU) CO., LTD.
カイインダストリーズ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市小屋名1110

TEL : 0575-28-3131 FAX : 0575-28-5967

都市名: 広州市

〒 501-3992

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 美佳家庭用品廠＆G.T.I刃具製造廠

(英文): MIKAI

進出先国: 中国
都市名: 広東省江門鶴山市

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 上海貝印刃具有限公司 進出先国: 中国
都市名: 上海市

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 上海貝印貿易有限公司

(英文): SHANGHAI KAI TRADE CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 上海市

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 貝印香港有限公司

(英文): KAI CUTLERY (H.K) LTD.

進出先国: 香港

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): カイベトナム有限責任会社

(英文): KAI VIETNAM CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ハノイ

設立時期: 2005年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

業種別一覧

業種別一覧

刃物製品
現地法人名(和文): カイ・マニュファクチュアリング・インディア

(英文): KAI MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED
カイインダストリーズ㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市小屋名1110

TEL : 0575-28-3131 FAX : 0575-28-5967

都市名: ニューデリー

〒 501-3992 設立時期: 2012年12月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): カイ　U.S.A株式会社

(英文): KAI U.S.A LTD.

進出先国: 米国
都市名: オレゴン州

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): ユニバーサル レザー インダストリーズ有限責任会社

(英文): UNIVERSAL RAZOR INDUSTRIES, LLC

進出先国: 米国
都市名: ロサンゼルス

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): カイ　ヨーロッパ有限会社

(英文): KAI EUROPE GMBH

進出先国: ドイツ

都市名: ゾ－リンゲン

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　陽江事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY YANGJIANG OFFICE, FACTORY
三星刃物㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

都市名: 広東省陽江市

〒 501-3217 設立時期: 1993年9月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　上海事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY SHANGHAI OFFICE

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 1995年2月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

業種別一覧
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刃物製品
現地法人名(和文): 貝印信息咨訽(広州)有限公司

(英文): KAI R&D (GUANGZHOU) CO., LTD.
カイインダストリーズ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市小屋名1110

TEL : 0575-28-3131 FAX : 0575-28-5967

都市名: 広州市

〒 501-3992

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 美佳家庭用品廠＆G.T.I刃具製造廠

(英文): MIKAI

進出先国: 中国
都市名: 広東省江門鶴山市

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 上海貝印刃具有限公司 進出先国: 中国
都市名: 上海市

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 上海貝印貿易有限公司

(英文): SHANGHAI KAI TRADE CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 上海市

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 貝印香港有限公司

(英文): KAI CUTLERY (H.K) LTD.

進出先国: 香港

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): カイベトナム有限責任会社

(英文): KAI VIETNAM CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ハノイ

設立時期: 2005年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

業種別一覧

業種別一覧

刃物製品
現地法人名(和文): カイ・マニュファクチュアリング・インディア

(英文): KAI MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED
カイインダストリーズ㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市小屋名1110

TEL : 0575-28-3131 FAX : 0575-28-5967

都市名: ニューデリー

〒 501-3992 設立時期: 2012年12月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): カイ　U.S.A株式会社

(英文): KAI U.S.A LTD.

進出先国: 米国
都市名: オレゴン州

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): ユニバーサル レザー インダストリーズ有限責任会社

(英文): UNIVERSAL RAZOR INDUSTRIES, LLC

進出先国: 米国
都市名: ロサンゼルス

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): カイ　ヨーロッパ有限会社

(英文): KAI EUROPE GMBH

進出先国: ドイツ

都市名: ゾ－リンゲン

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　陽江事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY YANGJIANG OFFICE, FACTORY
三星刃物㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

都市名: 広東省陽江市

〒 501-3217 設立時期: 1993年9月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　上海事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY SHANGHAI OFFICE

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 1995年2月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

業種別一覧
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刃物製品
現地法人名(和文): 三星刃物香港有限公司

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY H.K. LIMITED.
三星刃物㈱ 進出先国: 香港

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

〒 501-3217 設立時期: 1986年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 深セン日昇関貿易有限公司

(英文): YAXELL SHENZHEN LTD.
㈱ヤクセル 進出先国: 中国

岐阜県関市栄町2-41

TEL : 0575-22-3411 FAX : 0575-24-3123

都市名: 広東省深セン市

〒 501-3253 設立時期: 2013年5月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 遼陽日昇餐具有限公司

(英文): LIAOYANG YAXELL TABLEWARE CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 遼寧省遼陽市

設立時期: 1993年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 日昇香港有限公司

(英文): YAXELL HONG KONG LTD.

進出先国: 香港

設立時期: 1993年4月
事業内容: 検品・輸出代行業務

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

一般機械・同部品
現地法人名(和文): 朝日興業（大連）有限公司

(英文): ASAHI INDUSTRY (DALIAN) CO., LTD.
朝日興業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市長松町848-1

TEL : 0584-91-6121 FAX : 0584-91-7970

都市名: 遼寧省大連市

〒 503-0997 設立時期: 2001年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

一般機械・同部品
現地法人名(和文): 日本株式会社今尾 上海代表処

(英文): IMAO CORPORATION SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE
㈱イマオコーポレーション 進出先国: 中国

岐阜県関市千疋2002

TEL : 0575-28-4811 FAX : 0575-28-4800

都市名: 上海市

〒 501-3954 設立時期: 2014年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 一般機械・同部品

法人番号: 3200001018943

現地法人名(和文): 上海永佳工業車両有限公司

(英文): SHANGHAI UKAI INDUSTRIAL VEHICLE CO., LTD.
岐阜産研工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県揖斐郡大野町公郷1403

TEL : 0585-35-2529 FAX : 0585-35-2526

都市名: 上海市

〒 501-0555 設立時期: 2000年6月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(英文): WGSI CORPORATION CO., LTD.
岐阜精工㈱ 進出先国: タイ

岐阜県安八郡安八町南條1290-1

TEL : 0584-63-1611 FAX : 0584-63-1552

都市名: バンコク

〒 503-0123 設立時期: 2009年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): キョウワベトナム

(英文): KYOUWA VIETNAM CO., LTD.
㈱キョウワ 進出先国: ベトナム

岐阜県関市志津野2935

TEL : 0575-29-0221 FAX : 0575-29-0558

都市名: ホーチミン

〒 501-3205 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 大連北村閥門有限公司

(英文): DALIAN KITAMURA VALVE CO., LTD.
㈱ＫＶＫ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市黒野308

TEL : 058-239-3111 FAX : 058-234-4111

都市名: 遼寧省大連市

〒 501-1195 設立時期: 1989年12月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧
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刃物製品
現地法人名(和文): 三星刃物香港有限公司

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY H.K. LIMITED.
三星刃物㈱ 進出先国: 香港

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

〒 501-3217 設立時期: 1986年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 深セン日昇関貿易有限公司

(英文): YAXELL SHENZHEN LTD.
㈱ヤクセル 進出先国: 中国

岐阜県関市栄町2-41

TEL : 0575-22-3411 FAX : 0575-24-3123

都市名: 広東省深セン市

〒 501-3253 設立時期: 2013年5月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

法人番号:

現地法人名(和文): 遼陽日昇餐具有限公司

(英文): LIAOYANG YAXELL TABLEWARE CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 遼寧省遼陽市

設立時期: 1993年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

現地法人名(和文): 日昇香港有限公司

(英文): YAXELL HONG KONG LTD.

進出先国: 香港

設立時期: 1993年4月
事業内容: 検品・輸出代行業務

進出形態: 現地法人

業種: 刃物製品

一般機械・同部品
現地法人名(和文): 朝日興業（大連）有限公司

(英文): ASAHI INDUSTRY (DALIAN) CO., LTD.
朝日興業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市長松町848-1

TEL : 0584-91-6121 FAX : 0584-91-7970

都市名: 遼寧省大連市

〒 503-0997 設立時期: 2001年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

一般機械・同部品
現地法人名(和文): 日本株式会社今尾 上海代表処

(英文): IMAO CORPORATION SHANGHAI REPRESENTATIVE OFFICE
㈱イマオコーポレーション 進出先国: 中国

岐阜県関市千疋2002

TEL : 0575-28-4811 FAX : 0575-28-4800

都市名: 上海市

〒 501-3954 設立時期: 2014年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 一般機械・同部品

法人番号: 3200001018943

現地法人名(和文): 上海永佳工業車両有限公司

(英文): SHANGHAI UKAI INDUSTRIAL VEHICLE CO., LTD.
岐阜産研工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県揖斐郡大野町公郷1403

TEL : 0585-35-2529 FAX : 0585-35-2526

都市名: 上海市

〒 501-0555 設立時期: 2000年6月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(英文): WGSI CORPORATION CO., LTD.
岐阜精工㈱ 進出先国: タイ

岐阜県安八郡安八町南條1290-1

TEL : 0584-63-1611 FAX : 0584-63-1552

都市名: バンコク

〒 503-0123 設立時期: 2009年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): キョウワベトナム

(英文): KYOUWA VIETNAM CO., LTD.
㈱キョウワ 進出先国: ベトナム

岐阜県関市志津野2935

TEL : 0575-29-0221 FAX : 0575-29-0558

都市名: ホーチミン

〒 501-3205 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 大連北村閥門有限公司

(英文): DALIAN KITAMURA VALVE CO., LTD.
㈱ＫＶＫ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市黒野308

TEL : 058-239-3111 FAX : 058-234-4111

都市名: 遼寧省大連市

〒 501-1195 設立時期: 1989年12月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧
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業種別一覧

一般機械・同部品

現地法人名(英文): KVK PHILIPPINES,INC.
㈱ＫＶＫ 進出先国: フィリピン

岐阜県岐阜市黒野308

TEL : 058-239-3111 FAX : 058-234-4111

都市名: バタンガス州

〒 501-1195 設立時期: 2016年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 上栄精工(上海)有限公司

(英文): SAN-EI SEIKO
三栄精工㈱ 進出先国: 中国

岐阜県美濃加茂市加茂野町木野1000

TEL : 0574-25-3167 FAX : 0574-26-1329

都市名: 上海市

〒 505-0053 設立時期: 2001年6月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社第一E&M

(英文): CHEIL E&M CO., LTD.
㈱スギヤマメカレトロ 進出先国: 韓国

岐阜県本巣市数屋1053-12

TEL : 058-323-3600 FAX : 058-323-3641

都市名: 慶北慶州市

〒 501-0414 設立時期: 2003年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通関ケ原機械製造有限公司

(英文): NANTONG SEKIGAHARA MACHINERY MANUFACTURING CO., 
LTD.

㈱関ケ原製作所 進出先国: 中国

岐阜県不破郡関ヶ原町2067

TEL : 0584-43-1212 FAX : 0584-43-1929

都市名: 江蘇省南通市

〒 503-1593 設立時期: 2005年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号: 4200001014710

現地法人名(和文): 佛山高砂工業炉有限公司

(英文): FOSHAN TAKASAGO INDUSTRY CO., LTD.
高砂工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県土岐市駄知町2321-2

TEL : 0572-59-1234 FAX : 0572-59-2033

都市名: 広東省佛山市

〒 509-5401 設立時期: 2004年12月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(英文): VINA TOKAI POWDEX CO., LTD.
㈱東海パウデックス 進出先国: ベトナム

岐阜県各務原市那加山崎町87-5

TEL : 058-389-2021 FAX : 058-371-1584

都市名: ホーチミン

〒 504-0014 設立時期: 2006年3月
事業内容: 設計・プラント機器製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

一般機械・同部品
現地法人名(和文): 拓塞尓国際貿易(上海)有限公司

(英文): TOP-CEL INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ナベヤ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市若杉町25

TEL : 058-273-6521 FAX : 058-278-0220

都市名: 上海市

〒 500-8743 設立時期: 2002年1月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社ナベヤ

(英文): ERON TOOLING PTE. LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 1989年1月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

現地法人名(和文): 羽島（昆山）産業機器有限公司

(英文): HASHIMA KUNSHAN INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD.
㈱ハシマ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市領下7-6

TEL : 058-245-4501 FAX : 058-247-3366

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

〒 500-8241 設立時期: 2001年12月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): ハシマ　シンガポール

(英文): HASHIMA SINGAPORE PTE.LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 1996年4月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

現地法人名(和文): ハシマ　ベトナム

(英文): HASHIMA VIETNAM CO.LTD

進出先国: ベトナム

都市名: ハナム省

設立時期: 2014年11月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

現地法人名(和文): （株）ハシマ　インド連絡事務所

(英文): INDIA LIAISON OFFICE (BANGALORE)

進出先国: インド
都市名: バンガロール

設立時期: 2007年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 一般機械・同部品

業種別一覧
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業種別一覧

一般機械・同部品

現地法人名(英文): KVK PHILIPPINES,INC.
㈱ＫＶＫ 進出先国: フィリピン

岐阜県岐阜市黒野308

TEL : 058-239-3111 FAX : 058-234-4111

都市名: バタンガス州

〒 501-1195 設立時期: 2016年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 上栄精工(上海)有限公司

(英文): SAN-EI SEIKO
三栄精工㈱ 進出先国: 中国

岐阜県美濃加茂市加茂野町木野1000

TEL : 0574-25-3167 FAX : 0574-26-1329

都市名: 上海市

〒 505-0053 設立時期: 2001年6月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社第一E&M

(英文): CHEIL E&M CO., LTD.
㈱スギヤマメカレトロ 進出先国: 韓国

岐阜県本巣市数屋1053-12

TEL : 058-323-3600 FAX : 058-323-3641

都市名: 慶北慶州市

〒 501-0414 設立時期: 2003年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 南通関ケ原機械製造有限公司

(英文): NANTONG SEKIGAHARA MACHINERY MANUFACTURING CO., 
LTD.

㈱関ケ原製作所 進出先国: 中国

岐阜県不破郡関ヶ原町2067

TEL : 0584-43-1212 FAX : 0584-43-1929

都市名: 江蘇省南通市

〒 503-1593 設立時期: 2005年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号: 4200001014710

現地法人名(和文): 佛山高砂工業炉有限公司

(英文): FOSHAN TAKASAGO INDUSTRY CO., LTD.
高砂工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県土岐市駄知町2321-2

TEL : 0572-59-1234 FAX : 0572-59-2033

都市名: 広東省佛山市

〒 509-5401 設立時期: 2004年12月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(英文): VINA TOKAI POWDEX CO., LTD.
㈱東海パウデックス 進出先国: ベトナム

岐阜県各務原市那加山崎町87-5

TEL : 058-389-2021 FAX : 058-371-1584

都市名: ホーチミン

〒 504-0014 設立時期: 2006年3月
事業内容: 設計・プラント機器製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

一般機械・同部品
現地法人名(和文): 拓塞尓国際貿易(上海)有限公司

(英文): TOP-CEL INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ナベヤ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市若杉町25

TEL : 058-273-6521 FAX : 058-278-0220

都市名: 上海市

〒 500-8743 設立時期: 2002年1月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社ナベヤ

(英文): ERON TOOLING PTE. LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 1989年1月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

現地法人名(和文): 羽島（昆山）産業機器有限公司

(英文): HASHIMA KUNSHAN INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD.
㈱ハシマ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市領下7-6

TEL : 058-245-4501 FAX : 058-247-3366

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

〒 500-8241 設立時期: 2001年12月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): ハシマ　シンガポール

(英文): HASHIMA SINGAPORE PTE.LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 1996年4月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

現地法人名(和文): ハシマ　ベトナム

(英文): HASHIMA VIETNAM CO.LTD

進出先国: ベトナム

都市名: ハナム省

設立時期: 2014年11月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

現地法人名(和文): （株）ハシマ　インド連絡事務所

(英文): INDIA LIAISON OFFICE (BANGALORE)

進出先国: インド
都市名: バンガロール

設立時期: 2007年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 一般機械・同部品

業種別一覧
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一般機械・同部品
現地法人名(和文): （株）ハシマ　バングラデッシュ連絡事務所

(英文): BANGLADESH LIAISON OFFICE (DHAKA)
㈱ハシマ 進出先国: バングラデシュ

岐阜県岐阜市領下7-6

TEL : 058-245-4501 FAX : 058-247-3366

都市名: ダッカ

〒 500-8241 設立時期: 2012年5月進出形態: 駐在員事務所

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 大連豊実表面加工工程有限公司

(英文): DALIAN HOJITSU SURFACE TECHNOLOGY CO., LTD.
豊実精工㈱ 進出先国: 中国

岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2

TEL : 0574-55-0180 FAX : 0574-55-0185

都市名: 大連市

〒 501-3303 設立時期: 2005年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 大連丸嘉精機有限公司

(英文): MARUYOSHI KOGYO (DALIAN) CO., LTD.
丸嘉工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県各務原市金属団地68

TEL : 058-382-7171 FAX : 058-389-4410

都市名: 遼寧省大連市

〒 504-0957 設立時期: 2009年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 瑞浪股份有限公司

(英文): MIZUNAMI CO., LTD.
瑞浪精機㈱ 進出先国: 台湾

岐阜県瑞浪市寺河戸町1040

TEL : 0572-68-2101 FAX : 0572-68-4830

都市名: 彰化県

〒 509-6121 設立時期: 1989年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 有限会社武芸川精工ベトナム

(英文): MUGEGAWA SEIKO VIETNAM CO., LTD.
㈱武芸川精工 進出先国: ベトナム

岐阜県関市武芸川町平488

TEL : 0575-46-1128 FAX : 0575-46-1138

都市名: ホーチミン

〒 501-2606 設立時期: 2011年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

電気機器・同部品
現地法人名(和文): 上海泰恵電器有限公司

(英文): SHANGHAI TAIHUI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
㈱恵那金属製作所 進出先国: 中国

岐阜県中津川市小川町2-18

TEL : 0573-62-0002 FAX : 0573-62-0003

都市名: 上海市

〒 508-0023 設立時期: 1997年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海奇幅特音響有限公司

(英文): SHANGHAI GIFUTOKU ONKYO CO., LTD.
㈱ギフトク 進出先国: 中国

岐阜県美濃市小倉737-78

TEL : 0575-37-2124 FAX : 0575-37-2181

都市名: 上海市

〒 501-3785 設立時期: 1995年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 嘉興清水電子有限公司

(英文): JIAXING SHIMIZU ELECTRONICS CO., LTD.
清水電子工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野606-8

TEL : 0574-26-1391 FAX : 0574-26-1390

都市名: 浙江省嘉興市

〒 505-0054 設立時期: 2002年4月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 蘇州中京陶瓷有限公司

(英文): SUZHOU CHUKYO CERAMICS CO., LTD.
中京セラミック㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市生田町4-50

TEL : 0572-22-8745 FAX : 0572-23-9600

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 507-0807 設立時期: 1991年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(英文): LECIP THAI CO., LTD.
レシップホールディングス㈱ 進出先国: タイ

岐阜県本巣市上保1260-2

TEL : 058-324-3121 FAX : 058-323-2597

都市名: バンコク

〒 501-0401 設立時期: 2013年10月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

業種別一覧
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一般機械・同部品
現地法人名(和文): （株）ハシマ　バングラデッシュ連絡事務所

(英文): BANGLADESH LIAISON OFFICE (DHAKA)
㈱ハシマ 進出先国: バングラデシュ

岐阜県岐阜市領下7-6

TEL : 058-245-4501 FAX : 058-247-3366

都市名: ダッカ

〒 500-8241 設立時期: 2012年5月進出形態: 駐在員事務所

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 大連豊実表面加工工程有限公司

(英文): DALIAN HOJITSU SURFACE TECHNOLOGY CO., LTD.
豊実精工㈱ 進出先国: 中国

岐阜県加茂郡富加町羽生2146-2

TEL : 0574-55-0180 FAX : 0574-55-0185

都市名: 大連市

〒 501-3303 設立時期: 2005年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 大連丸嘉精機有限公司

(英文): MARUYOSHI KOGYO (DALIAN) CO., LTD.
丸嘉工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県各務原市金属団地68

TEL : 058-382-7171 FAX : 058-389-4410

都市名: 遼寧省大連市

〒 504-0957 設立時期: 2009年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 瑞浪股份有限公司

(英文): MIZUNAMI CO., LTD.
瑞浪精機㈱ 進出先国: 台湾

岐阜県瑞浪市寺河戸町1040

TEL : 0572-68-2101 FAX : 0572-68-4830

都市名: 彰化県

〒 509-6121 設立時期: 1989年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 有限会社武芸川精工ベトナム

(英文): MUGEGAWA SEIKO VIETNAM CO., LTD.
㈱武芸川精工 進出先国: ベトナム

岐阜県関市武芸川町平488

TEL : 0575-46-1128 FAX : 0575-46-1138

都市名: ホーチミン

〒 501-2606 設立時期: 2011年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 一般機械・同部品

法人番号:

業種別一覧
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電気機器・同部品
現地法人名(和文): 上海泰恵電器有限公司

(英文): SHANGHAI TAIHUI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.
㈱恵那金属製作所 進出先国: 中国

岐阜県中津川市小川町2-18

TEL : 0573-62-0002 FAX : 0573-62-0003

都市名: 上海市

〒 508-0023 設立時期: 1997年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海奇幅特音響有限公司

(英文): SHANGHAI GIFUTOKU ONKYO CO., LTD.
㈱ギフトク 進出先国: 中国

岐阜県美濃市小倉737-78

TEL : 0575-37-2124 FAX : 0575-37-2181

都市名: 上海市

〒 501-3785 設立時期: 1995年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 嘉興清水電子有限公司

(英文): JIAXING SHIMIZU ELECTRONICS CO., LTD.
清水電子工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野606-8

TEL : 0574-26-1391 FAX : 0574-26-1390

都市名: 浙江省嘉興市

〒 505-0054 設立時期: 2002年4月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 蘇州中京陶瓷有限公司

(英文): SUZHOU CHUKYO CERAMICS CO., LTD.
中京セラミック㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市生田町4-50

TEL : 0572-22-8745 FAX : 0572-23-9600

都市名: 江蘇省蘇州市

〒 507-0807 設立時期: 1991年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(英文): LECIP THAI CO., LTD.
レシップホールディングス㈱ 進出先国: タイ

岐阜県本巣市上保1260-2

TEL : 058-324-3121 FAX : 058-323-2597

都市名: バンコク

〒 501-0401 設立時期: 2013年10月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

業種別一覧
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電気機器・同部品
現地法人名(和文): レシップ　シンガポール

(英文): LECIP (SINGAPORE) PTE LTD.
レシップホールディングス㈱ 進出先国: シンガポール

岐阜県本巣市上保1260-2

TEL : 058-324-3121 FAX : 058-323-2597

〒 501-0401 設立時期: 2012年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): レシップ　インク

(英文): LECIP INC.

進出先国: 米国
都市名: イリノイ州

設立時期: 2010年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

現地法人名(英文): LECIP ARCONTIA AB

進出先国: スウェーデン
都市名: イエテボリ

設立時期: 2013年8月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): 揖斐電電子（北京）有限公司

(英文): IBIDEN ELECTRONICS (BEIJING) CO., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: 北京市

〒 503-8604 設立時期: 2000年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 台湾揖斐電股份有限公司

(英文): IBIDEN TAIWAN CO., LTD.

進出先国: 台湾
都市名: 高雄市

設立時期: 1999年11月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンコリア株式会社

(英文): IBIDEN KOREA CO., LTD.

進出先国: 韓国

都市名: ソウル

設立時期: 2000年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

業種別一覧

業種別一覧

電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社

(英文): IBIDEN ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.
イビデン㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: ペナン

〒 503-8604 設立時期: 2008年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンフィリピン株式会社

(英文): IBIDEN PHILIPPINES, INC.

進出先国: フィリピン
都市名: バタンガス州

設立時期: 2000年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンシンガポール株式会社

(英文): IBIDEN SINGAPORE PTE. LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 1993年3月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　フェニックス事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. PHOENIX OFFICE

進出先国: 米国

都市名: アリゾナ州フェニックス

設立時期: 1987年7月進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　サンタクララ事務所

(英文): IBIDEN U.S.A CORP. SANTA CLARA OFFICE

進出先国: 米国

都市名: カリフォルニア州サンタク
ララ

設立時期: 1995年5月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A株式会社　サンディエゴ事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. SANDIEGO OFFICE

進出先国: 米国
都市名: カリフォルニア州サンディ

エゴ

進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

業種別一覧
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電気機器・同部品
現地法人名(和文): レシップ　シンガポール

(英文): LECIP (SINGAPORE) PTE LTD.
レシップホールディングス㈱ 進出先国: シンガポール

岐阜県本巣市上保1260-2

TEL : 058-324-3121 FAX : 058-323-2597

〒 501-0401 設立時期: 2012年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): レシップ　インク

(英文): LECIP INC.

進出先国: 米国
都市名: イリノイ州

設立時期: 2010年3月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

現地法人名(英文): LECIP ARCONTIA AB

進出先国: スウェーデン
都市名: イエテボリ

設立時期: 2013年8月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電気機器・同部品

電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): 揖斐電電子（北京）有限公司

(英文): IBIDEN ELECTRONICS (BEIJING) CO., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: 北京市

〒 503-8604 設立時期: 2000年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 台湾揖斐電股份有限公司

(英文): IBIDEN TAIWAN CO., LTD.

進出先国: 台湾
都市名: 高雄市

設立時期: 1999年11月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンコリア株式会社

(英文): IBIDEN KOREA CO., LTD.

進出先国: 韓国

都市名: ソウル

設立時期: 2000年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

業種別一覧
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電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社

(英文): IBIDEN ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.
イビデン㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: ペナン

〒 503-8604 設立時期: 2008年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンフィリピン株式会社

(英文): IBIDEN PHILIPPINES, INC.

進出先国: フィリピン
都市名: バタンガス州

設立時期: 2000年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンシンガポール株式会社

(英文): IBIDEN SINGAPORE PTE. LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 1993年3月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　フェニックス事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. PHOENIX OFFICE

進出先国: 米国

都市名: アリゾナ州フェニックス

設立時期: 1987年7月進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　サンタクララ事務所

(英文): IBIDEN U.S.A CORP. SANTA CLARA OFFICE

進出先国: 米国

都市名: カリフォルニア州サンタク
ララ

設立時期: 1995年5月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A株式会社　サンディエゴ事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. SANDIEGO OFFICE

進出先国: 米国
都市名: カリフォルニア州サンディ

エゴ

進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

業種別一覧
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電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　オースティン事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. AUSTINE OFFICE
イビデン㈱ 進出先国: 米国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: テキサス州オースティン
市

〒 503-8604 設立時期: 2011年12月進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　アムステルダム支社

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. AMSTERDAM BRANCH

進出先国: オランダ
都市名: ホーフドープ

設立時期: 1993年3月進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): 株式会社片山製作所

(英文): ADVANCED PLASTIC MANUFACTURING INC.
㈱片山製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘1-30

TEL : 0574-63-2151 FAX : 0574-60-1033

都市名: バトルクリーク

〒 509-0249 設立時期: 2005年5月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 太陽社電気(無錫)有限公司

(英文): TAIYOSHA ELECTRIC (WUXI) CO. LTD
太陽社電気㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市小田町6-1

TEL : 0572-23-8112 FAX : 0572-23-4325

都市名: 江蘇省無錫市

〒 507-8523 設立時期: 2010年4月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 太陽社電気ベトナム

(英文): TAIYOSHA ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン

設立時期: 2015年8月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

業種別一覧
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電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): 常州恒川机械有限公司

(英文): CHANGZHOU TSUNEKAWA CO., LTD.
㈱恒川工業 進出先国: 中国

岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋1929-1

TEL : 0574-26-0689 FAX : 0574-26-6197

都市名: 江蘇省常州市

〒 505-0007 設立時期: 2003年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 恒川工業株式会社　タイ

(英文): TSUNEKAWA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: アユタヤ県

設立時期: 2011年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(英文): NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.
日電精密工業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市三塚町336-1

TEL : 0584-81-6321 FAX : 0584-81-7731

都市名: クアラルンプール

〒 503-8557 設立時期: 1997年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

金属製品（金型・鋳物等）
現地法人名(和文): 恵那金属(昆山)有限公司

(英文): ENAKIN PRECISION CO.,LTD.
㈱恵那金属製作所 進出先国: 中国

岐阜県中津川市小川町2-18

TEL : 0573-62-0002 FAX : 0573-62-0003

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

〒 508-0023 設立時期: 2011年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): オーテック　タイランド

(英文): OTEC (THAILAND) CO., LTD.
ＭＭＣリョウテック㈱ 進出先国: タイ

岐阜県安八郡神戸町横井中新田1528

TEL : 0584-27-1211 FAX : 0584-27-1213

都市名: アユタヤ

〒 503-2301 設立時期: 1997年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社片山製作所

(英文): ADVANCED SPECIAL TOOLS INC.
㈱片山製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘1-30

TEL : 0574-63-2151 FAX : 0574-60-1033

都市名: バトルクリーク

〒 509-0249 設立時期: 1989年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:
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電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　オースティン事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. AUSTINE OFFICE
イビデン㈱ 進出先国: 米国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: テキサス州オースティン
市

〒 503-8604 設立時期: 2011年12月進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　アムステルダム支社

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. AMSTERDAM BRANCH

進出先国: オランダ
都市名: ホーフドープ

設立時期: 1993年3月進出形態: 支店

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(和文): 株式会社片山製作所

(英文): ADVANCED PLASTIC MANUFACTURING INC.
㈱片山製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘1-30

TEL : 0574-63-2151 FAX : 0574-60-1033

都市名: バトルクリーク

〒 509-0249 設立時期: 2005年5月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 太陽社電気(無錫)有限公司

(英文): TAIYOSHA ELECTRIC (WUXI) CO. LTD
太陽社電気㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市小田町6-1

TEL : 0572-23-8112 FAX : 0572-23-4325

都市名: 江蘇省無錫市

〒 507-8523 設立時期: 2010年4月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 太陽社電気ベトナム

(英文): TAIYOSHA ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン

設立時期: 2015年8月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

業種別一覧

業種別一覧

電子機器・精密機器・同部品
現地法人名(和文): 常州恒川机械有限公司

(英文): CHANGZHOU TSUNEKAWA CO., LTD.
㈱恒川工業 進出先国: 中国

岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋1929-1

TEL : 0574-26-0689 FAX : 0574-26-6197

都市名: 江蘇省常州市

〒 505-0007 設立時期: 2003年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

現地法人名(和文): 恒川工業株式会社　タイ

(英文): TSUNEKAWA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: アユタヤ県

設立時期: 2011年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

現地法人名(英文): NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.
日電精密工業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市三塚町336-1

TEL : 0584-81-6321 FAX : 0584-81-7731

都市名: クアラルンプール

〒 503-8557 設立時期: 1997年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 電子機器・精密機器・同部品

法人番号:

金属製品（金型・鋳物等）
現地法人名(和文): 恵那金属(昆山)有限公司

(英文): ENAKIN PRECISION CO.,LTD.
㈱恵那金属製作所 進出先国: 中国

岐阜県中津川市小川町2-18

TEL : 0573-62-0002 FAX : 0573-62-0003

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

〒 508-0023 設立時期: 2011年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): オーテック　タイランド

(英文): OTEC (THAILAND) CO., LTD.
ＭＭＣリョウテック㈱ 進出先国: タイ

岐阜県安八郡神戸町横井中新田1528

TEL : 0584-27-1211 FAX : 0584-27-1213

都市名: アユタヤ

〒 503-2301 設立時期: 1997年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社片山製作所

(英文): ADVANCED SPECIAL TOOLS INC.
㈱片山製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘1-30

TEL : 0574-63-2151 FAX : 0574-60-1033

都市名: バトルクリーク

〒 509-0249 設立時期: 1989年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:
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金属製品（金型・鋳物等）
現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

(英文): K.S. OF WEST VIRGINIA CO., LTD.

進出先国: 米国
都市名: レーベンズウッド

設立時期: 1995年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

現地法人名(英文): GIK (THAILAND) CO., LTD.
㈱岐阜精密製作所 進出先国: タイ

岐阜県羽島郡岐南町徳田3-129

TEL : 058-271-2228 FAX : 058-274-1951

都市名: サラブリ県

〒 501-6016 設立時期: 1996年11月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 天津三達鋳造有限公司

(英文): TIANJIN SANDA CASTING CO., LTD.
昭和商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市香蘭1-1

TEL : 058-255-3345 FAX : 058-252-3179

都市名: 天津市

〒 500-8703 設立時期: 1994年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(英文): NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.
日電精密工業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市三塚町336-1

TEL : 0584-81-6321 FAX : 0584-81-7731

都市名: クアラルンプール

〒 503-8557 設立時期: 1997年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 丹羽鋳造ベトナム株式会社

(英文): NIWA FOUNDRY VIETNAM CO., LTD.
丹羽鋳造㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県関市のぞみヶ丘11‐1

TEL : 0575-21-6028 FAX : 0575-21-6031

都市名: ダナン

〒 501-3219 設立時期: 2013年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

業種別一覧
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金属製品（金型・鋳物等）
現地法人名(和文): 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

(英文): YABASHI WHITE LIMESTONE MINING VIETNAM CORP.,
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: ゲアン省クイホップ

〒 503-2213 設立時期: 2000年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 横井モールドベトナム有限会社

(英文): YOKOI MOULD VIETNAM CO., LTD.
㈲横井モールド 進出先国: ベトナム

岐阜県可児市大森1058

TEL : 0574-63-5708 FAX : 0574-63-6326

都市名: バクザン省

〒 509-0238 設立時期: 2008年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

自動車部品
現地法人名(和文): 揖斐電電子（上海）有限公司

(英文): IBIDEN ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: 上海市

〒 503-8604 設立時期: 2000年6月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデン　U.S.A. 株式会社　コロンバス事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. COLUMBUS OFFICE

進出先国: 米国
都市名: インディアナ州コロンバス

進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　デトロイト事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. DETROIT OFFICE

進出先国: 米国
都市名: ミネソタ州ファーミントンヒ

ルズ市
設立時期: 2005年1月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデン　メキシコ

(英文): IBIDEN MEXICO,S.A. DE C.V.

進出先国: メキシコ

都市名: サンルイスポトシ

設立時期: 2013年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧
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金属製品（金型・鋳物等）
現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

(英文): K.S. OF WEST VIRGINIA CO., LTD.

進出先国: 米国
都市名: レーベンズウッド

設立時期: 1995年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

現地法人名(英文): GIK (THAILAND) CO., LTD.
㈱岐阜精密製作所 進出先国: タイ

岐阜県羽島郡岐南町徳田3-129

TEL : 058-271-2228 FAX : 058-274-1951

都市名: サラブリ県

〒 501-6016 設立時期: 1996年11月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 天津三達鋳造有限公司

(英文): TIANJIN SANDA CASTING CO., LTD.
昭和商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市香蘭1-1

TEL : 058-255-3345 FAX : 058-252-3179

都市名: 天津市

〒 500-8703 設立時期: 1994年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(英文): NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.
日電精密工業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市三塚町336-1

TEL : 0584-81-6321 FAX : 0584-81-7731

都市名: クアラルンプール

〒 503-8557 設立時期: 1997年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 丹羽鋳造ベトナム株式会社

(英文): NIWA FOUNDRY VIETNAM CO., LTD.
丹羽鋳造㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県関市のぞみヶ丘11‐1

TEL : 0575-21-6028 FAX : 0575-21-6031

都市名: ダナン

〒 501-3219 設立時期: 2013年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

業種別一覧
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金属製品（金型・鋳物等）
現地法人名(和文): 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

(英文): YABASHI WHITE LIMESTONE MINING VIETNAM CORP.,
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: ゲアン省クイホップ

〒 503-2213 設立時期: 2000年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

現地法人名(和文): 横井モールドベトナム有限会社

(英文): YOKOI MOULD VIETNAM CO., LTD.
㈲横井モールド 進出先国: ベトナム

岐阜県可児市大森1058

TEL : 0574-63-5708 FAX : 0574-63-6326

都市名: バクザン省

〒 509-0238 設立時期: 2008年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属製品（金型・鋳物等）

法人番号:

自動車部品
現地法人名(和文): 揖斐電電子（上海）有限公司

(英文): IBIDEN ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: 上海市

〒 503-8604 設立時期: 2000年6月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデン　U.S.A. 株式会社　コロンバス事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. COLUMBUS OFFICE

進出先国: 米国
都市名: インディアナ州コロンバス

進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　デトロイト事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. DETROIT OFFICE

進出先国: 米国
都市名: ミネソタ州ファーミントンヒ

ルズ市
設立時期: 2005年1月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデン　メキシコ

(英文): IBIDEN MEXICO,S.A. DE C.V.

進出先国: メキシコ

都市名: サンルイスポトシ

設立時期: 2013年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧
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自動車部品
現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　ロンドン支店

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. LONDON BRANCH
イビデン㈱ 進出先国: 英国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: ヒースロー

〒 503-8604 設立時期: 2003年9月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　シュツットガルト支店

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. STUTTGART BRANCH

進出先国: ドイツ
都市名: シュツットガルト

設立時期: 2003年11月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンDPFフランス株式会社

(英文): IBIDEN DPF FRANCE S.A.S.

進出先国: フランス
都市名: コータネー

設立時期: 2001年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　パリ支店

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. PARIS BRANCH

進出先国: フランス

都市名: パリ

設立時期: 2001年10月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンハンガリー株式会社

(英文): IBIDEN HUNGARY KFT.

進出先国: ハンガリー

都市名: デュナバルサニー

設立時期: 2004年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 株式会社臼田コリア

(英文): USUDA KOREA CO., LTD.
㈱臼田工業 進出先国: 韓国

岐阜県関市のぞみヶ丘20

TEL : 0575-24-5792 FAX : 0575-24-6316

都市名: ソウル特別市

〒 501-3219 設立時期: 2012年9月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): 株式会社片山製作所

(英文): ADVANCED SPECIAL TOOLS INC.
㈱片山製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘1-30

TEL : 0574-63-2151 FAX : 0574-60-1033

都市名: バトルクリーク

〒 509-0249 設立時期: 1989年5月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

(英文): K.S. OF WEST VIRGINIA CO., LTD.

進出先国: 米国
都市名: レーベンズウッド

設立時期: 1995年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 大連岐阜加藤精密加工有限公司

(英文): DALIAN GIFU-KATO PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
㈱ギフ加藤製作所 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市鏡島中2-1-45

TEL : 058-252-1411 FAX : 058-252-1413

都市名: 遼寧省大連市

〒 501-0124 設立時期: 2007年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号: 8200001001259

現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): サンエイ　セイコー　アメリカ

(英文): SAN-EI SEIKO AMERICA, INC.
三栄精工㈱ 進出先国: 米国

岐阜県美濃加茂市加茂野町木野1000

TEL : 0574-25-3167 FAX : 0574-26-1329

都市名: モーリスタウン

〒 505-0053 設立時期: 1996年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

業種別一覧
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業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　ロンドン支店

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. LONDON BRANCH
イビデン㈱ 進出先国: 英国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: ヒースロー

〒 503-8604 設立時期: 2003年9月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　シュツットガルト支店

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. STUTTGART BRANCH

進出先国: ドイツ
都市名: シュツットガルト

設立時期: 2003年11月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンDPFフランス株式会社

(英文): IBIDEN DPF FRANCE S.A.S.

進出先国: フランス
都市名: コータネー

設立時期: 2001年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社　パリ支店

(英文): IBIDEN EUROPE B.V. PARIS BRANCH

進出先国: フランス

都市名: パリ

設立時期: 2001年10月進出形態: 支店

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): イビデンハンガリー株式会社

(英文): IBIDEN HUNGARY KFT.

進出先国: ハンガリー

都市名: デュナバルサニー

設立時期: 2004年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 株式会社臼田コリア

(英文): USUDA KOREA CO., LTD.
㈱臼田工業 進出先国: 韓国

岐阜県関市のぞみヶ丘20

TEL : 0575-24-5792 FAX : 0575-24-6316

都市名: ソウル特別市

〒 501-3219 設立時期: 2012年9月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): 株式会社片山製作所

(英文): ADVANCED SPECIAL TOOLS INC.
㈱片山製作所 進出先国: 米国

岐阜県可児市姫ケ丘1-30

TEL : 0574-63-2151 FAX : 0574-60-1033

都市名: バトルクリーク

〒 509-0249 設立時期: 1989年5月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): ケイ　エス　オブ　ウエストバージニア

(英文): K.S. OF WEST VIRGINIA CO., LTD.

進出先国: 米国
都市名: レーベンズウッド

設立時期: 1995年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 大連岐阜加藤精密加工有限公司

(英文): DALIAN GIFU-KATO PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
㈱ギフ加藤製作所 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市鏡島中2-1-45

TEL : 058-252-1411 FAX : 058-252-1413

都市名: 遼寧省大連市

〒 501-0124 設立時期: 2007年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号: 8200001001259

現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): サンエイ　セイコー　アメリカ

(英文): SAN-EI SEIKO AMERICA, INC.
三栄精工㈱ 進出先国: 米国

岐阜県美濃加茂市加茂野町木野1000

TEL : 0574-25-3167 FAX : 0574-26-1329

都市名: モーリスタウン

〒 505-0053 設立時期: 1996年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

業種別一覧
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自動車部品
現地法人名(和文): 長沙太平洋半谷汽車部件有限公司

(英文): CHANGSHA PACIFIC HANYA AUTO PARTS CO., LTD.
太平洋工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市久徳町100

TEL : 0584-91-1111 FAX : 0584-92-1804

都市名: 湖南省長沙市

〒 503-8603 設立時期: 2011年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 太平洋汽車部件科技（常熟）有限公司

(英文): PACIFIC AUTO PARTS TECHNOLOGY (CHANGSHU) CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 常熟

設立時期: 2014年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 太平洋工業（中国）投資有限公司

(英文): PACIFIC INDUSTRIES CHINA CORPORATION

進出先国: 中国
都市名: 天津市

設立時期: 2012年6月

事業内容: 中国子会社の統括管理
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 天津太平洋汽車部件有限公司

(英文): TIANJIN PACIFIC AUTO PARTS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 天津市

設立時期: 2005年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 太平洋汽門工業(股)有限公司

(英文): PACIFIC VALVE (TAIWAN) CO., LTD.

進出先国: 台湾

都市名: 台中市

設立時期: 1984年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 太平洋エアーコントロール工業株式会社

(英文): PACIFIC AIR CONTROLS CO., LTD.

進出先国: 韓国
都市名: 牙山市

設立時期: 2004年9月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧

業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): 太平洋バルブ工業株式会社

(英文): PACIFIC VALVE INDUSTRIAL CO., LTD.
太平洋工業㈱ 進出先国: 韓国

岐阜県大垣市久徳町100

TEL : 0584-91-1111 FAX : 0584-92-1804

都市名: 粱山市

〒 503-8603 設立時期: 1987年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(英文): PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: チャチェンサオ県

設立時期: 1989年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC INDUSTRIES USA INC.

進出先国: 米国
都市名: オハイオ州フェアフィール

ド
設立時期: 1988年7月

事業内容: 北米生産会社の統括管
理

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC MANUFACTURING OHIO INC.

進出先国: 米国

都市名: オハイオ州フェアフィール
ド

設立時期: 1999年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC MANUFACTURING TENNESSEE, INC.

進出先国: 米国

都市名: テネシー州ジャクソン

設立時期: 2014年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC INDUSTRIES EUROPE NV/SA

進出先国: ベルギー
都市名: ディーゲム市

設立時期: 2012年5月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧
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自動車部品
現地法人名(和文): 長沙太平洋半谷汽車部件有限公司

(英文): CHANGSHA PACIFIC HANYA AUTO PARTS CO., LTD.
太平洋工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市久徳町100

TEL : 0584-91-1111 FAX : 0584-92-1804

都市名: 湖南省長沙市

〒 503-8603 設立時期: 2011年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 太平洋汽車部件科技（常熟）有限公司

(英文): PACIFIC AUTO PARTS TECHNOLOGY (CHANGSHU) CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 常熟

設立時期: 2014年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 太平洋工業（中国）投資有限公司

(英文): PACIFIC INDUSTRIES CHINA CORPORATION

進出先国: 中国
都市名: 天津市

設立時期: 2012年6月

事業内容: 中国子会社の統括管理
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 天津太平洋汽車部件有限公司

(英文): TIANJIN PACIFIC AUTO PARTS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 天津市

設立時期: 2005年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 太平洋汽門工業(股)有限公司

(英文): PACIFIC VALVE (TAIWAN) CO., LTD.

進出先国: 台湾

都市名: 台中市

設立時期: 1984年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 太平洋エアーコントロール工業株式会社

(英文): PACIFIC AIR CONTROLS CO., LTD.

進出先国: 韓国
都市名: 牙山市

設立時期: 2004年9月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧

業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): 太平洋バルブ工業株式会社

(英文): PACIFIC VALVE INDUSTRIAL CO., LTD.
太平洋工業㈱ 進出先国: 韓国

岐阜県大垣市久徳町100

TEL : 0584-91-1111 FAX : 0584-92-1804

都市名: 粱山市

〒 503-8603 設立時期: 1987年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(英文): PACIFIC INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: チャチェンサオ県

設立時期: 1989年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC INDUSTRIES USA INC.

進出先国: 米国
都市名: オハイオ州フェアフィール

ド
設立時期: 1988年7月

事業内容: 北米生産会社の統括管
理

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC MANUFACTURING OHIO INC.

進出先国: 米国

都市名: オハイオ州フェアフィール
ド

設立時期: 1999年7月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC MANUFACTURING TENNESSEE, INC.

進出先国: 米国

都市名: テネシー州ジャクソン

設立時期: 2014年7月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): PACIFIC INDUSTRIES EUROPE NV/SA

進出先国: ベルギー
都市名: ディーゲム市

設立時期: 2012年5月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧
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自動車部品
現地法人名(和文): 寧波名古屋工業有限公司

(英文): NINGBO NAGOYA INDUSTRIAL CO., LTD.
名古屋技研工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県中津川市茄子川1688

TEL : 0573-68-5555 FAX : 0573-68-5544

都市名: 浙江省寧波市

〒 509-9132 設立時期: 2001年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(英文): NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.
日電精密工業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市三塚町336-1

TEL : 0584-81-6321 FAX : 0584-81-7731

都市名: クアラルンプール

〒 503-8557 設立時期: 1997年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海豊虎汽車地毯有限公司

(英文): SHANGHAI FENGHU TUFTED CARPET CO., LTD.
長谷虎紡績㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市福寿町平方2300

TEL : 058-398-5335 FAX : 058-398-5215

都市名: 上海市

〒 501-6257 設立時期: 2004年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): タフトラ　オートモーティブ　カーペット株式会社

(英文): TUFTORA AUTOMOTIVE CARPET, INC.

進出先国: 米国

都市名: テネシー州チャタヌガ市

設立時期: 2007年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 輝格技（杭州）汽車配件有限公司

(英文): HIGUCHI (HANGZHOU) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.
㈱樋口製作所 進出先国: 中国

岐阜県	各務原市金属団地44

TEL : 058-383-1141 FAX : 058-383-1144

都市名: 杭州

〒 504-0957 設立時期: 2011年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(英文): HIGUCHI MANUFACTURING AMERICA LLC

進出先国: 米国
都市名: テキサス州

設立時期: 2006年5月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧

業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): メキシコ工場

(英文): HIGUCHI MANUFACTURING MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
㈱樋口製作所 進出先国: メキシコ

岐阜県	各務原市金属団地44

TEL : 058-383-1141 FAX : 058-383-1144

都市名: コアウイラ州

〒 504-0957 設立時期: 2013年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 福寿汽車零部件（東莞）有限公司福寿工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市小熊町西小熊4005

TEL : 058-392-2111 FAX : 058-392-8723

都市名: 広東省東莞市

〒 501-6274 設立時期: 2010年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 福寿インダストリー　（タイランド）

(英文): FUKUJU INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: ラヨーン県

設立時期: 2013年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 武漢丸順汽車配件有限公司

(英文): WHUHAN MARUJUN CO., LTD.
㈱丸順 進出先国: 中国

岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1

TEL : 0584-46-3191 FAX : 0584-46-3192

都市名: 湖北省武漢市

〒 503-1601 設立時期: 2003年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号: 7200001014294

現地法人名(和文): 広州丸順汽車配件有限公司

(英文): GUANGZHOU MARUJUN CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 広東省広州市

設立時期: 2001年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): タイ・マルジュン

(英文): THAI MARUJUN CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: アユタヤ県

設立時期: 1994年7月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧
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業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): 寧波名古屋工業有限公司

(英文): NINGBO NAGOYA INDUSTRIAL CO., LTD.
名古屋技研工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県中津川市茄子川1688

TEL : 0573-68-5555 FAX : 0573-68-5544

都市名: 浙江省寧波市

〒 509-9132 設立時期: 2001年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(英文): NICHIDEN SEIMITSU MALAYSIA SDN.BHD.
日電精密工業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市三塚町336-1

TEL : 0584-81-6321 FAX : 0584-81-7731

都市名: クアラルンプール

〒 503-8557 設立時期: 1997年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 上海豊虎汽車地毯有限公司

(英文): SHANGHAI FENGHU TUFTED CARPET CO., LTD.
長谷虎紡績㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市福寿町平方2300

TEL : 058-398-5335 FAX : 058-398-5215

都市名: 上海市

〒 501-6257 設立時期: 2004年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): タフトラ　オートモーティブ　カーペット株式会社

(英文): TUFTORA AUTOMOTIVE CARPET, INC.

進出先国: 米国

都市名: テネシー州チャタヌガ市

設立時期: 2007年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 輝格技（杭州）汽車配件有限公司

(英文): HIGUCHI (HANGZHOU) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.
㈱樋口製作所 進出先国: 中国

岐阜県	各務原市金属団地44

TEL : 058-383-1141 FAX : 058-383-1144

都市名: 杭州

〒 504-0957 設立時期: 2011年6月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(英文): HIGUCHI MANUFACTURING AMERICA LLC

進出先国: 米国
都市名: テキサス州

設立時期: 2006年5月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧

業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): メキシコ工場

(英文): HIGUCHI MANUFACTURING MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
㈱樋口製作所 進出先国: メキシコ

岐阜県	各務原市金属団地44

TEL : 058-383-1141 FAX : 058-383-1144

都市名: コアウイラ州

〒 504-0957 設立時期: 2013年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 福寿汽車零部件（東莞）有限公司福寿工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県羽島市小熊町西小熊4005

TEL : 058-392-2111 FAX : 058-392-8723

都市名: 広東省東莞市

〒 501-6274 設立時期: 2010年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 福寿インダストリー　（タイランド）

(英文): FUKUJU INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: ラヨーン県

設立時期: 2013年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): 武漢丸順汽車配件有限公司

(英文): WHUHAN MARUJUN CO., LTD.
㈱丸順 進出先国: 中国

岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1

TEL : 0584-46-3191 FAX : 0584-46-3192

都市名: 湖北省武漢市

〒 503-1601 設立時期: 2003年10月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号: 7200001014294

現地法人名(和文): 広州丸順汽車配件有限公司

(英文): GUANGZHOU MARUJUN CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 広東省広州市

設立時期: 2001年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): タイ・マルジュン

(英文): THAI MARUJUN CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: アユタヤ県

設立時期: 1994年7月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧
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業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): ベステックス・MM・インディア社

(英文): BESTEX MM INDIA PRIVATE LIMITED
㈱丸順 進出先国: インド

岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1

TEL : 0584-46-3191 FAX : 0584-46-3192

都市名: ラジャスタン

〒 503-1601 設立時期: 2006年8月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号: 7200001014294

現地法人名(和文): 美諾金属加工（上海）有限公司

(英文): MINO PRECISION MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD.
美濃工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県中津川市中津川964-103

TEL : 0573-66-1025 FAX : 0573-66-1443

都市名: 上海市

〒 508-0001 設立時期: 2013年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 美諾精密圧鋳（上海）有限公司

(英文): MINO PRECISION DIE CASTING (SHANGHAI) CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 2003年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): ミノタイランド株式会社

(英文): MINO (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ

都市名: チョンブリ県

設立時期: 1995年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): MINO INDUSTRY USA, INC.

進出先国: 米国

都市名: カリフォルニア州

設立時期: 2012年3月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): MINO INDUSTRY MEXICO, S.A. DE C.V..

進出先国: メキシコ
都市名: グアナフアト

設立時期: 2016年11月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧

業種別一覧

航空機部品
現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 航空機部品

法人番号:

木材加工品・家具・建材
現地法人名(和文): 旭商事株式会社

(英文): ASAHI TRADE CO., LTD.
旭商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市西河渡2-11

TEL : 058-252-5380 FAX : 058-252-3073

都市名: 上海市

〒 501-0106 設立時期: 2001年4月進出形態: 駐在員事務所

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): 旭商事株式会社

(英文): ASAHI TRADE CO., LTD.

進出先国: ベトナム

都市名: ホーチミン

設立時期: 2008年10月進出形態: 駐在員事務所

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 大連日発光明家具有限公司

(英文): DALIAN RIFA GUANGMING FURNITURE CO., LTD.
㈱イバタインテリア 進出先国: 中国

岐阜県飛騨市古川町袈裟丸741

TEL : 0577-75-2502 FAX : 0577-75-2956

都市名: 遼寧省大連市

〒 509-4203 設立時期: 1993年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): ギフテック

(英文): GIFUTEC (M) SDN. BHD
大平産業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県郡上市白鳥町白鳥1067-11

TEL : 0575-82-5111 FAX : 0575-82-2662

都市名: イポ

〒 501-5121 設立時期: 1991年5月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): タイテック　インダストリー

(英文): TAITEC INDUSTRIES (M) SDN. BHD

進出先国: マレーシア

都市名: イポ

設立時期: 1989年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

業種別一覧
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業種別一覧

自動車部品
現地法人名(和文): ベステックス・MM・インディア社

(英文): BESTEX MM INDIA PRIVATE LIMITED
㈱丸順 進出先国: インド

岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1

TEL : 0584-46-3191 FAX : 0584-46-3192

都市名: ラジャスタン

〒 503-1601 設立時期: 2006年8月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号: 7200001014294

現地法人名(和文): 美諾金属加工（上海）有限公司

(英文): MINO PRECISION MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD.
美濃工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県中津川市中津川964-103

TEL : 0573-66-1025 FAX : 0573-66-1443

都市名: 上海市

〒 508-0001 設立時期: 2013年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

法人番号:

現地法人名(和文): 美諾精密圧鋳（上海）有限公司

(英文): MINO PRECISION DIE CASTING (SHANGHAI) CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 2003年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(和文): ミノタイランド株式会社

(英文): MINO (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ

都市名: チョンブリ県

設立時期: 1995年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): MINO INDUSTRY USA, INC.

進出先国: 米国

都市名: カリフォルニア州

設立時期: 2012年3月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

現地法人名(英文): MINO INDUSTRY MEXICO, S.A. DE C.V..

進出先国: メキシコ
都市名: グアナフアト

設立時期: 2016年11月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 自動車部品

業種別一覧

業種別一覧

航空機部品
現地法人名(和文): 岐阜蓓阿国際貿易（上海）有限公司

(英文): GIFUBEA INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱ギフベア 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市城東通2-40-2

TEL : 058-273-1211 FAX : 058-273-1212

都市名: 上海市

〒 500-8441 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 航空機部品

法人番号:

木材加工品・家具・建材
現地法人名(和文): 旭商事株式会社

(英文): ASAHI TRADE CO., LTD.
旭商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市西河渡2-11

TEL : 058-252-5380 FAX : 058-252-3073

都市名: 上海市

〒 501-0106 設立時期: 2001年4月進出形態: 駐在員事務所

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): 旭商事株式会社

(英文): ASAHI TRADE CO., LTD.

進出先国: ベトナム

都市名: ホーチミン

設立時期: 2008年10月進出形態: 駐在員事務所

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 大連日発光明家具有限公司

(英文): DALIAN RIFA GUANGMING FURNITURE CO., LTD.
㈱イバタインテリア 進出先国: 中国

岐阜県飛騨市古川町袈裟丸741

TEL : 0577-75-2502 FAX : 0577-75-2956

都市名: 遼寧省大連市

〒 509-4203 設立時期: 1993年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): ギフテック

(英文): GIFUTEC (M) SDN. BHD
大平産業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県郡上市白鳥町白鳥1067-11

TEL : 0575-82-5111 FAX : 0575-82-2662

都市名: イポ

〒 501-5121 設立時期: 1991年5月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): タイテック　インダストリー

(英文): TAITEC INDUSTRIES (M) SDN. BHD

進出先国: マレーシア

都市名: イポ

設立時期: 1989年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

業種別一覧
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木材加工品・家具・建材
現地法人名(和文): ナガラテック　ファニチャー

(英文): NAGARATEC FURNITURE (M) SDN. BHD
大平産業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県郡上市白鳥町白鳥1067-11

TEL : 0575-82-5111 FAX : 0575-82-2662

都市名: イポ

〒 501-5121 設立時期: 1996年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): ベトナム　メガテック

(英文): VIETNAM MEGATEC CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ビンフック省

設立時期: 2007年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 野田家具（大連）有限公司

(英文): NODA FURNITURE (DALIAN) LTD.
野田産業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県加茂郡富加町大平賀打越429

TEL : 0574-54-2222 FAX : 0574-54-3477

都市名: 遼寧省大連市

〒 501-3395 設立時期: 2000年7月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): 北京好特客商貿有限公司

(英文): BEIJING HOU-TECH TRADING CO., LTD.
㈱ハウテック 進出先国: 中国

岐阜県下呂市少ヶ野423

TEL : 0576-24-1111 FAX : 0576-24-1291

都市名: 北京市

〒 509-2205 設立時期: 2010年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): 大連好特客建材有限公司

(英文): DALIAN HOU-TECH BUILDING MATERIALS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 遼寧省大連市

設立時期: 2011年12月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 瀋陽好特客建材有限公司

(英文): SHENYANG HOU-TECH BUILDING MATERIALS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 遼寧省瀋陽市

設立時期: 2011年12月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

業種別一覧
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木材加工品・家具・建材

現地法人名(英文): PT.HOU-TECH TRADING
㈱ハウテック 進出先国: インドネシア

岐阜県下呂市少ヶ野423

TEL : 0576-24-1111 FAX : 0576-24-1291

都市名: スラバヤ

〒 509-2205 設立時期: 2012年11月

事業内容: 販売・その他
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): ハウテック　インドネシア

(英文): PT. HOU-TECH INDONESIA

進出先国: インドネシア
都市名: 東ジャワ州パスルアン

設立時期: 2005年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 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

(英文): YABASHI WHITE LIMESTONE MINING VIETNAM CORP.,
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: ゲアン省クイホップ

〒 503-2213 設立時期: 2000年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

雑貨・アクセサリー
現地法人名(和文): 上海安如达貿易有限公司

(英文): ARTHA (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱アルタ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市和合新町1-34-2

TEL : 0584-74-3311 FAX : 0584-74-5090

都市名: 上海市

〒 503-0801 設立時期: 2013年8月

事業内容: 貿易
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

現地法人名(和文): 日岐利塑（上海）环保制品商貿有公司

(英文): JAPAN GIFU RISU (SHANGHAI)ECOLOGICAL GOODS 
TRADING CO.,LTD

岐阜プラスチック工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市神田町9-27（大岐阜ビル 12F）

TEL : 058-265-2232 FAX : 058-265-2479

都市名: 上海市

〒 500-8721 設立時期: 2011年2月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　陽江事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY YANGJIANG OFFICE, FACTORY
三星刃物㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

都市名: 広東省陽江市

〒 501-3217 設立時期: 1993年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:
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木材加工品・家具・建材
現地法人名(和文): ナガラテック　ファニチャー

(英文): NAGARATEC FURNITURE (M) SDN. BHD
大平産業㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県郡上市白鳥町白鳥1067-11

TEL : 0575-82-5111 FAX : 0575-82-2662

都市名: イポ

〒 501-5121 設立時期: 1996年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): ベトナム　メガテック

(英文): VIETNAM MEGATEC CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ビンフック省

設立時期: 2007年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 野田家具（大連）有限公司

(英文): NODA FURNITURE (DALIAN) LTD.
野田産業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県加茂郡富加町大平賀打越429

TEL : 0574-54-2222 FAX : 0574-54-3477

都市名: 遼寧省大連市

〒 501-3395 設立時期: 2000年7月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): 北京好特客商貿有限公司

(英文): BEIJING HOU-TECH TRADING CO., LTD.
㈱ハウテック 進出先国: 中国

岐阜県下呂市少ヶ野423

TEL : 0576-24-1111 FAX : 0576-24-1291

都市名: 北京市

〒 509-2205 設立時期: 2010年12月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): 大連好特客建材有限公司

(英文): DALIAN HOU-TECH BUILDING MATERIALS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 遼寧省大連市

設立時期: 2011年12月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 瀋陽好特客建材有限公司

(英文): SHENYANG HOU-TECH BUILDING MATERIALS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 遼寧省瀋陽市

設立時期: 2011年12月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

業種別一覧
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木材加工品・家具・建材

現地法人名(英文): PT.HOU-TECH TRADING
㈱ハウテック 進出先国: インドネシア

岐阜県下呂市少ヶ野423

TEL : 0576-24-1111 FAX : 0576-24-1291

都市名: スラバヤ

〒 509-2205 設立時期: 2012年11月

事業内容: 販売・その他
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

現地法人名(和文): ハウテック　インドネシア

(英文): PT. HOU-TECH INDONESIA

進出先国: インドネシア
都市名: 東ジャワ州パスルアン

設立時期: 2005年10月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

現地法人名(和文): 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

(英文): YABASHI WHITE LIMESTONE MINING VIETNAM CORP.,
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: ゲアン省クイホップ

〒 503-2213 設立時期: 2000年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木材加工品・家具・建材

法人番号:

雑貨・アクセサリー
現地法人名(和文): 上海安如达貿易有限公司

(英文): ARTHA (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱アルタ 進出先国: 中国

岐阜県大垣市和合新町1-34-2

TEL : 0584-74-3311 FAX : 0584-74-5090

都市名: 上海市

〒 503-0801 設立時期: 2013年8月

事業内容: 貿易
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

現地法人名(和文): 日岐利塑（上海）环保制品商貿有公司

(英文): JAPAN GIFU RISU (SHANGHAI)ECOLOGICAL GOODS 
TRADING CO.,LTD

岐阜プラスチック工業㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市神田町9-27（大岐阜ビル 12F）

TEL : 058-265-2232 FAX : 058-265-2479

都市名: 上海市

〒 500-8721 設立時期: 2011年2月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　陽江事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY YANGJIANG OFFICE, FACTORY
三星刃物㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

都市名: 広東省陽江市

〒 501-3217 設立時期: 1993年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:
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雑貨・アクセサリー
現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　上海事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY SHANGHAI OFFICE
三星刃物㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

都市名: 上海市

〒 501-3217 設立時期: 1995年2月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

現地法人名(和文): 三星刃物香港有限公司

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY H.K. LIMITED.

進出先国: 香港

設立時期: 1986年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

現地法人名(和文): 麗運洋傘

(英文): RISRAIN LIMITED
㈱宮嶋 進出先国: 香港

岐阜県岐阜市都通4-1

TEL : 058-253-7788 FAX : 058-253-7969

〒 500-8309 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

運輸・物流
現地法人名(和文): セイノー・サハ・ロジスティクス

(英文): SEINO SAHA LOGISTICS CO.,LTD.
セイノーホールディングス㈱ 進出先国: タイ

岐阜県大垣市田口町1

TEL : 0584-82-3881 FAX : 0584-82-5040

都市名: バンコク

〒 503-8501 設立時期: 2015年9月

事業内容: 物流
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): セイノー・インドモービル・ロジスティクス

(英文): PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS　

進出先国: インドネシア
都市名: ジャカルタ

設立時期: 2016年2月
事業内容: 運輸業

進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): セイノー・インドモービル・ロジスティクスサービス

(英文): PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS SERVICES

進出先国: インドネシア

都市名: ジャカルタ

設立時期: 2016年2月

事業内容: 物流管理業
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流
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運輸・物流
現地法人名(和文): ユナイテッド・セイノートランスポーテイション

(英文): UNITED‐SEINO TRANSPORTATION (MALAYSIA) SDN. BHD.
セイノーホールディングス㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市田口町1

TEL : 0584-82-3881 FAX : 0584-82-5040

都市名: シャーラム

〒 503-8501 設立時期: 1991年1月

事業内容: 物流
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): 濃飛(香港）有限公司　深圳事務所

(英文): NOHHI (HK) CO., LTD. SHENZHEN OFFICE
濃飛倉庫運輸㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市橋本町2-20

TEL : 058-251-0111 FAX : 058-253-9312

都市名: 広東省深セン市

〒 500-8557 設立時期: 2007年11月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): 青島濃飛流通服飾有限公司

(英文): QINGDAO NOHHI-GAVANS FASHION LOGISTICS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 山東省青島市

設立時期: 2005年3月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛倉庫運輸株式会社　青島駐在員事務所

(英文): NOHHI LOGISTICS CO.,LTD. QINGDAO REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: 中国

都市名: 山東省青島市

設立時期: 1996年2月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛（上海）物流有限公司

(英文): NOHHI (SHANGHAI) LOGISTICS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 上海市

設立時期: 2011年4月
事業内容: サービス

進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛倉庫運輸株式会社　上海駐在員事務所

(英文): NOHHI LOGISTICS CO.,LTD. SHANGHAI REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 1993年8月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流
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雑貨・アクセサリー
現地法人名(和文): 三星刃物株式会社　上海事務所

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY SHANGHAI OFFICE
三星刃物㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市下有知5178

TEL : 0575-22-2345 FAX : 0575-22-2347

都市名: 上海市

〒 501-3217 設立時期: 1995年2月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

現地法人名(和文): 三星刃物香港有限公司

(英文): MITSUBOSHI CUTLERY H.K. LIMITED.

進出先国: 香港

設立時期: 1986年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

現地法人名(和文): 麗運洋傘

(英文): RISRAIN LIMITED
㈱宮嶋 進出先国: 香港

岐阜県岐阜市都通4-1

TEL : 058-253-7788 FAX : 058-253-7969

〒 500-8309 設立時期: 2005年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 雑貨・アクセサリー

法人番号:

運輸・物流
現地法人名(和文): セイノー・サハ・ロジスティクス

(英文): SEINO SAHA LOGISTICS CO.,LTD.
セイノーホールディングス㈱ 進出先国: タイ

岐阜県大垣市田口町1

TEL : 0584-82-3881 FAX : 0584-82-5040

都市名: バンコク

〒 503-8501 設立時期: 2015年9月

事業内容: 物流
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): セイノー・インドモービル・ロジスティクス

(英文): PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS　

進出先国: インドネシア
都市名: ジャカルタ

設立時期: 2016年2月
事業内容: 運輸業

進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): セイノー・インドモービル・ロジスティクスサービス

(英文): PT SEINO INDOMOBIL LOGISTICS SERVICES

進出先国: インドネシア

都市名: ジャカルタ

設立時期: 2016年2月

事業内容: 物流管理業
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流
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運輸・物流
現地法人名(和文): ユナイテッド・セイノートランスポーテイション

(英文): UNITED‐SEINO TRANSPORTATION (MALAYSIA) SDN. BHD.
セイノーホールディングス㈱ 進出先国: マレーシア

岐阜県大垣市田口町1

TEL : 0584-82-3881 FAX : 0584-82-5040

都市名: シャーラム

〒 503-8501 設立時期: 1991年1月

事業内容: 物流
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): 濃飛(香港）有限公司　深圳事務所

(英文): NOHHI (HK) CO., LTD. SHENZHEN OFFICE
濃飛倉庫運輸㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市橋本町2-20

TEL : 058-251-0111 FAX : 058-253-9312

都市名: 広東省深セン市

〒 500-8557 設立時期: 2007年11月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): 青島濃飛流通服飾有限公司

(英文): QINGDAO NOHHI-GAVANS FASHION LOGISTICS CO., LTD.

進出先国: 中国
都市名: 山東省青島市

設立時期: 2005年3月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛倉庫運輸株式会社　青島駐在員事務所

(英文): NOHHI LOGISTICS CO.,LTD. QINGDAO REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: 中国

都市名: 山東省青島市

設立時期: 1996年2月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛（上海）物流有限公司

(英文): NOHHI (SHANGHAI) LOGISTICS CO., LTD.

進出先国: 中国

都市名: 上海市

設立時期: 2011年4月
事業内容: サービス

進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛倉庫運輸株式会社　上海駐在員事務所

(英文): NOHHI LOGISTICS CO.,LTD. SHANGHAI REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: 中国
都市名: 上海市

設立時期: 1993年8月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流

業種別一覧
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運輸・物流
現地法人名(和文): 濃飛（香港）有限公司

(英文): NOHHI (HK) CO., LTD.
濃飛倉庫運輸㈱ 進出先国: 香港

岐阜県岐阜市橋本町2-20

TEL : 058-251-0111 FAX : 058-253-9312

〒 500-8557 設立時期: 1989年4月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): 濃飛倉庫運輸株式会社　バンコク駐在員事務所

(英文): NOHHI LOGISTICS CO.,LTD. BANGKOK REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: タイ
都市名: バンコク

設立時期: 2017年7月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛（ベトナム）ロジスティクス

(英文): NOHHI (VIETNAM) LOGISTICS CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン市

設立時期: 2014年1月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 双喜平和出租汽車有限公司平和コーポレーション㈱ 進出先国: 中国

岐阜県瑞浪市和合町2-216-2

TEL : 0572-68-5175 FAX : 0572-67-3058

都市名: 河北省張家口市

〒 509-6113

事業内容: タクシー業
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

卸・小売
現地法人名(和文): 上海大心機電貿易有限公司

(英文): SHANGHAI DAISHIN INDUSTRIES TRADE LTD.
㈱ダイシン 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町船附1520-1

TEL : 0584-36-0501 FAX : 0584-36-0504

都市名: 上海市

〒 503-1382 設立時期: 2005年9月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 卸・小売

法人番号:

現地法人名(和文): 大連大心貿易有限公司

(英文): DALIAN DAISHIN TRADE LTD.

進出先国: 中国

都市名: 遼寧省大連市

設立時期: 2002年2月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 卸・小売

業種別一覧

業種別一覧

金融
現地法人名(和文): イビデンアジアホールディングス株式会社

(英文): IBIDEN ASIA HOLDINGS PTE., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: シンガポール

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

〒 503-8604 設立時期: 2011年9月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 金融

法人番号:

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　上海駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK, LTD. SHANGHAI 
REPRESENTATIVE OFFICE

㈱大垣共立銀行 進出先国: 中国

岐阜県大垣市郭町3-98

TEL : 0584-74-2111 FAX : 0584-74-2512

都市名: 上海市

〒 503-0887 設立時期: 2002年12月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

法人番号:

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　バンコック駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK, LTD. BANGKOK 
REPRESENTATIVE OFFICE

進出先国: タイ
都市名: バンコク

設立時期: 2011年11月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　マニラ駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK,LTD. MANILA 
REPRESENTATIVE OFFICE

進出先国: フィリピン

都市名: マニラ首都圏マカティ市

設立時期: 2017年5月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　ホーチミン駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK, LTD. HO CHI MINH CITY 
REPRESENTATIVE OFFICE

進出先国: ベトナム

都市名: ホーチミン

設立時期: 2012年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 十六銀行　上海駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. SHANGHAI REPRESENTATIVE 
OFFICE

㈱十六銀行 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市神田町8-26

TEL : 058-265-2111 FAX : 058-266-1698

都市名: 上海市

〒 500-8516 設立時期: 1993年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

法人番号:
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運輸・物流
現地法人名(和文): 濃飛（香港）有限公司

(英文): NOHHI (HK) CO., LTD.
濃飛倉庫運輸㈱ 進出先国: 香港

岐阜県岐阜市橋本町2-20

TEL : 058-251-0111 FAX : 058-253-9312

〒 500-8557 設立時期: 1989年4月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

現地法人名(和文): 濃飛倉庫運輸株式会社　バンコク駐在員事務所

(英文): NOHHI LOGISTICS CO.,LTD. BANGKOK REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: タイ
都市名: バンコク

設立時期: 2017年7月進出形態: 駐在員事務所

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 濃飛（ベトナム）ロジスティクス

(英文): NOHHI (VIETNAM) LOGISTICS CO., LTD.

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン市

設立時期: 2014年1月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

現地法人名(和文): 双喜平和出租汽車有限公司平和コーポレーション㈱ 進出先国: 中国

岐阜県瑞浪市和合町2-216-2

TEL : 0572-68-5175 FAX : 0572-67-3058

都市名: 河北省張家口市

〒 509-6113

事業内容: タクシー業
進出形態: 現地法人

業種: 運輸・物流

法人番号:

卸・小売
現地法人名(和文): 上海大心機電貿易有限公司

(英文): SHANGHAI DAISHIN INDUSTRIES TRADE LTD.
㈱ダイシン 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町船附1520-1

TEL : 0584-36-0501 FAX : 0584-36-0504

都市名: 上海市

〒 503-1382 設立時期: 2005年9月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 卸・小売

法人番号:

現地法人名(和文): 大連大心貿易有限公司

(英文): DALIAN DAISHIN TRADE LTD.

進出先国: 中国

都市名: 遼寧省大連市

設立時期: 2002年2月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 卸・小売

業種別一覧

業種別一覧

金融
現地法人名(和文): イビデンアジアホールディングス株式会社

(英文): IBIDEN ASIA HOLDINGS PTE., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: シンガポール

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

〒 503-8604 設立時期: 2011年9月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 金融

法人番号:

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　上海駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK, LTD. SHANGHAI 
REPRESENTATIVE OFFICE

㈱大垣共立銀行 進出先国: 中国

岐阜県大垣市郭町3-98

TEL : 0584-74-2111 FAX : 0584-74-2512

都市名: 上海市

〒 503-0887 設立時期: 2002年12月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

法人番号:

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　バンコック駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK, LTD. BANGKOK 
REPRESENTATIVE OFFICE

進出先国: タイ
都市名: バンコク

設立時期: 2011年11月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　マニラ駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK,LTD. MANILA 
REPRESENTATIVE OFFICE

進出先国: フィリピン

都市名: マニラ首都圏マカティ市

設立時期: 2017年5月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 大垣共立銀行　ホーチミン駐在員事務所

(英文): THE OGAKI KYORITSU BANK, LTD. HO CHI MINH CITY 
REPRESENTATIVE OFFICE

進出先国: ベトナム

都市名: ホーチミン

設立時期: 2012年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 十六銀行　上海駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. SHANGHAI REPRESENTATIVE 
OFFICE

㈱十六銀行 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市神田町8-26

TEL : 058-265-2111 FAX : 058-266-1698

都市名: 上海市

〒 500-8516 設立時期: 1993年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

法人番号:
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－ 45 － 「2018年 ジェトロ岐阜」



業種別一覧

金融
現地法人名(和文): 十六銀行　香港駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. HONG KONG REPRESENTATIVE 
OFFICE

㈱十六銀行 進出先国: 香港

岐阜県岐阜市神田町8-26

TEL : 058-265-2111 FAX : 058-266-1698

〒 500-8516 設立時期: 2003年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

法人番号:

現地法人名(和文): 十六銀行　バンコク駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. BANGKOK REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: タイ
都市名: バンコク

設立時期: 2015年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 十六銀行　シンガポール駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. SINGAPORE REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: シンガポール

設立時期: 2015年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

商社
現地法人名(和文): 上海榮王貿易有限公司

(英文): RONGWANG CO., LTD.
キンググロリー㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-10

TEL : 058-271-7771 FAX : 058-271-7770

都市名: 上海市

〒 500-8267 設立時期: 2006年12月

事業内容: 商社
進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(英文): ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

進出先国: 香港

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 商社

現地法人名(和文): 昭和商事株式会社　天津事務所

(英文): SHOWA SHOJI CO., LTD. TIANJIN OFFICE
昭和商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市香蘭1-1

TEL : 058-255-3345 FAX : 058-252-3179

都市名: 天津市

〒 500-8703 設立時期: 1999年8月進出形態: 駐在員事務所

業種: 商社

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

商社
現地法人名(和文): 昭和商事株式会社　北京事務所

(英文): SHOWA SHOJI CO., LTD. BEIJING OFFICE
昭和商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市香蘭1-1

TEL : 058-255-3345 FAX : 058-252-3179

都市名: 北京市

〒 500-8703 設立時期: 1983年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): 昭和商事株式会社　杭州事務所

(英文): SHOWA SHOJI CO., LTD. HANGZHOU OFFICE

進出先国: 中国
都市名: 浙江省杭州市

設立時期: 1986年10月進出形態: 駐在員事務所

業種: 商社

現地法人名(和文): 蘇州清陶貿易有限公司

(英文): SUZHOU QING TAO TRADING CO., LTD.
清和陶器㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市姫町3-40

TEL : 0572-29-2511 FAX : 0572-27-6511

都市名: 蘇州市

〒 507-0061 設立時期: 2012年3月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): ハビックス　トレーディング（タイランド）株式会社

(英文): HAVIX TRADING (THAILAND) CO., LTD.
ハビックス㈱ 進出先国: タイ

岐阜県岐阜市福光東3-5-7

TEL : 058-296-3911 FAX : 058-296-3921

都市名: バンコク

〒 502-0813 設立時期: 2012年8月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): ミノチャイナ有限公司

(英文): MINO CHINA CO. LTD.
㈱ミノグループ 進出先国: 中国

岐阜県郡上市美並町上田8-2

TEL : 0575-79-2111 FAX : 0575-79-3455

都市名: 上海市

〒 501-4101 設立時期: 2008年
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:
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金融
現地法人名(和文): 十六銀行　香港駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. HONG KONG REPRESENTATIVE 
OFFICE

㈱十六銀行 進出先国: 香港

岐阜県岐阜市神田町8-26

TEL : 058-265-2111 FAX : 058-266-1698

〒 500-8516 設立時期: 2003年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

法人番号:

現地法人名(和文): 十六銀行　バンコク駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. BANGKOK REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: タイ
都市名: バンコク

設立時期: 2015年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

現地法人名(和文): 十六銀行　シンガポール駐在員事務所

(英文): THE JUROKU BANK, LTD. SINGAPORE REPRESENTATIVE 
OFFICE

進出先国: シンガポール

設立時期: 2015年3月進出形態: 駐在員事務所

業種: 金融

商社
現地法人名(和文): 上海榮王貿易有限公司

(英文): RONGWANG CO., LTD.
キンググロリー㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-10

TEL : 058-271-7771 FAX : 058-271-7770

都市名: 上海市

〒 500-8267 設立時期: 2006年12月

事業内容: 商社
進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(英文): ART WORK JAPAN　CO.,LTD.

進出先国: 香港

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 商社

現地法人名(和文): 昭和商事株式会社　天津事務所

(英文): SHOWA SHOJI CO., LTD. TIANJIN OFFICE
昭和商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市香蘭1-1

TEL : 058-255-3345 FAX : 058-252-3179

都市名: 天津市

〒 500-8703 設立時期: 1999年8月進出形態: 駐在員事務所

業種: 商社

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

商社
現地法人名(和文): 昭和商事株式会社　北京事務所

(英文): SHOWA SHOJI CO., LTD. BEIJING OFFICE
昭和商事㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市香蘭1-1

TEL : 058-255-3345 FAX : 058-252-3179

都市名: 北京市

〒 500-8703 設立時期: 1983年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): 昭和商事株式会社　杭州事務所

(英文): SHOWA SHOJI CO., LTD. HANGZHOU OFFICE

進出先国: 中国
都市名: 浙江省杭州市

設立時期: 1986年10月進出形態: 駐在員事務所

業種: 商社

現地法人名(和文): 蘇州清陶貿易有限公司

(英文): SUZHOU QING TAO TRADING CO., LTD.
清和陶器㈱ 進出先国: 中国

岐阜県多治見市姫町3-40

TEL : 0572-29-2511 FAX : 0572-27-6511

都市名: 蘇州市

〒 507-0061 設立時期: 2012年3月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): ハビックス　トレーディング（タイランド）株式会社

(英文): HAVIX TRADING (THAILAND) CO., LTD.
ハビックス㈱ 進出先国: タイ

岐阜県岐阜市福光東3-5-7

TEL : 058-296-3911 FAX : 058-296-3921

都市名: バンコク

〒 502-0813 設立時期: 2012年8月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): ミノチャイナ有限公司

(英文): MINO CHINA CO. LTD.
㈱ミノグループ 進出先国: 中国

岐阜県郡上市美並町上田8-2

TEL : 0575-79-2111 FAX : 0575-79-3455

都市名: 上海市

〒 501-4101 設立時期: 2008年
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

現地法人名(和文): 宮川工業　インディア

(英文): MIYAKAWA KOGYO INDIA PRIVATE LIMITED
宮川工業㈱ 進出先国: インド

岐阜県関市宮河町1-1-1

TEL : 0575-22-1411 FAX : 0575-22-1417

都市名: プネ

〒 501-3912 設立時期: 2012年3月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 商社

法人番号:

業種別一覧
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情報通信サービス・ソフトウェア開発
現地法人名(和文): 瑞思華広告（上海）有限公司

(英文): GREAT WORKS CHINA INC.
カイインダストリーズ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市小屋名1110

TEL : 0575-28-3131 FAX : 0575-28-5967

都市名: 上海市

〒 501-3992

事業内容: 広告・映像等
進出形態: 現地法人

業種: 情報通信サービス・ソフトウェア開発

法人番号:

その他
現地法人名(和文): 長屋設計咨詢（大連）有限公司㈱アートジャパンナガヤ設計 進出先国: 中国

岐阜県羽島市正木町大浦460

TEL : 058-391-1188 FAX : 058-391-1189

都市名: 大連市

〒 501-6224 設立時期: 2006年11月進出形態: 支店

業種: 建築設計

法人番号:

現地法人名(和文): イビデングラファイトコリア株式会社

(英文): IBIDEN GRAPHITE KOREA CO., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: 韓国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: ポハン市

〒 503-8604 設立時期: 2011年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: セラミック

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンシンガポール株式会社　インド事務所

(英文): IBIDEN SINGAPORE PTE. LTD. INDIA OFFICE

進出先国: インド
都市名: バンガロール

設立時期: 2010年8月進出形態: 支店

業種: セラミック

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　ポートランド事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. PORTLAND OFFICE

進出先国: 米国
都市名: オレゴン州ポートランド

設立時期: 1987年7月進出形態: 支店

業種: セラミック

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社

(英文): IBIDEN U.S.A CORP.

進出先国: 米国

都市名: カリフォルニア州サンタク
ララ

設立時期: 1995年5月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: セラミック／地域統括／電子

業種別一覧

業種別一覧

その他
現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　ボストン事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. BOSTON OFFICE
イビデン㈱ 進出先国: 米国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: マサチューセッツ州ボスト
ン

〒 503-8604 設立時期: 1996年7月進出形態: 支店

業種: セラミック

法人番号:

現地法人名(和文): マイクロメック株式会社

(英文): MICRO-MECH, INC.

進出先国: 米国
都市名: マサチューセッツ州ボスト

ン
設立時期: 1991年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: セラミック

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社

(英文): IBIDEN EUROPE B.V.

進出先国: オランダ
都市名: ホーフドープ

設立時期: 1991年12月

事業内容: 統括会社
進出形態: 現地法人

業種: 統括会社

現地法人名(和文): 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

(英文): IBIDEN PORZELLANFABRIK FRAUENTHAL GMBH

進出先国: オーストリア

都市名: グラーツ

設立時期: 2012年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: セラミック

現地法人名(和文): 大連邁特科精工有限公司

(英文): DALIAN MTK SEIKO CO., LTD.
ＭＴＫ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市六条江東1-16-5

TEL : 058-271-6541 FAX : 058-274-6274

都市名: 遼寧省大連市

〒 500-8356 設立時期: 2012年2月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 鉄鋼二次製品

法人番号:

現地法人名(和文): サイアム・エムティケー株式会社

(英文): SIAM MTK CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: ラヨーン県

設立時期: 2001年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 鉄鋼二次製品
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情報通信サービス・ソフトウェア開発
現地法人名(和文): 瑞思華広告（上海）有限公司

(英文): GREAT WORKS CHINA INC.
カイインダストリーズ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県関市小屋名1110

TEL : 0575-28-3131 FAX : 0575-28-5967

都市名: 上海市

〒 501-3992

事業内容: 広告・映像等
進出形態: 現地法人

業種: 情報通信サービス・ソフトウェア開発

法人番号:

その他
現地法人名(和文): 長屋設計咨詢（大連）有限公司㈱アートジャパンナガヤ設計 進出先国: 中国

岐阜県羽島市正木町大浦460

TEL : 058-391-1188 FAX : 058-391-1189

都市名: 大連市

〒 501-6224 設立時期: 2006年11月進出形態: 支店

業種: 建築設計

法人番号:

現地法人名(和文): イビデングラファイトコリア株式会社

(英文): IBIDEN GRAPHITE KOREA CO., LTD.
イビデン㈱ 進出先国: 韓国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: ポハン市

〒 503-8604 設立時期: 2011年8月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: セラミック

法人番号:

現地法人名(和文): イビデンシンガポール株式会社　インド事務所

(英文): IBIDEN SINGAPORE PTE. LTD. INDIA OFFICE

進出先国: インド
都市名: バンガロール

設立時期: 2010年8月進出形態: 支店

業種: セラミック

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　ポートランド事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. PORTLAND OFFICE

進出先国: 米国
都市名: オレゴン州ポートランド

設立時期: 1987年7月進出形態: 支店

業種: セラミック

現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社

(英文): IBIDEN U.S.A CORP.

進出先国: 米国

都市名: カリフォルニア州サンタク
ララ

設立時期: 1995年5月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: セラミック／地域統括／電子

業種別一覧

業種別一覧

その他
現地法人名(和文): イビデンU.S.A.株式会社　ボストン事務所

(英文): IBIDEN U.S.A. CORP. BOSTON OFFICE
イビデン㈱ 進出先国: 米国

岐阜県大垣市神田町2-1

TEL : 0584-81-3111 FAX : 0584-81-4676

都市名: マサチューセッツ州ボスト
ン

〒 503-8604 設立時期: 1996年7月進出形態: 支店

業種: セラミック

法人番号:

現地法人名(和文): マイクロメック株式会社

(英文): MICRO-MECH, INC.

進出先国: 米国
都市名: マサチューセッツ州ボスト

ン
設立時期: 1991年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: セラミック

現地法人名(和文): イビデンヨーロッパ株式会社

(英文): IBIDEN EUROPE B.V.

進出先国: オランダ
都市名: ホーフドープ

設立時期: 1991年12月

事業内容: 統括会社
進出形態: 現地法人

業種: 統括会社

現地法人名(和文): 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

(英文): IBIDEN PORZELLANFABRIK FRAUENTHAL GMBH

進出先国: オーストリア

都市名: グラーツ

設立時期: 2012年6月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: セラミック

現地法人名(和文): 大連邁特科精工有限公司

(英文): DALIAN MTK SEIKO CO., LTD.
ＭＴＫ㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市六条江東1-16-5

TEL : 058-271-6541 FAX : 058-274-6274

都市名: 遼寧省大連市

〒 500-8356 設立時期: 2012年2月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 鉄鋼二次製品

法人番号:

現地法人名(和文): サイアム・エムティケー株式会社

(英文): SIAM MTK CO., LTD.

進出先国: タイ
都市名: ラヨーン県

設立時期: 2001年3月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 鉄鋼二次製品

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): OKB　CONSULTING VIETNAM CO.,LTD

(英文): OKB　CONSULTING VIETNAM CO.,LTD
㈱大垣共立銀行 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市郭町3-98

TEL : 0584-74-2111 FAX : 0584-74-2512

都市名: ハノイ

〒 503-0887 設立時期: 2017年4月

事業内容: コンサルティング
進出形態: 現地法人

業種: コンサルティング

法人番号:

現地法人名(和文): 寿屋インドクラッシックインダストリー

(英文): KICI
㈱オーツカ 進出先国: インドネシア

岐阜県羽島郡笠松町門間1815-1

TEL : 058-388-3121 FAX : 058-388-3927

〒 501-6065

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車用内外装部品

法人番号:

現地法人名(英文): OGISO KENTIKU CO., LTD. VIETNAM OFFICE
小木曽建築㈲ 進出先国: ベトナム

岐阜県多治見市長瀬町24-53

TEL : 0572-22-8703 FAX : 0572-22-8963

都市名: ホーチミン

〒 507-0017 設立時期: 2011年4月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 水処理プラント

法人番号:

現地法人名(英文): TAJIMI CO.,LTD

進出先国: ベトナム

都市名: ホーチミン

設立時期: 2017年7月

事業内容: 環境コンサルティング、水
処理プラント

進出形態: 現地法人

業種: 水処理プラント

現地法人名(和文): 青島巴尓真商貿有限公司

(英文): QINGDAO VALJON TRADING CO, LTD.
㈱オンダ製作所 進出先国: 中国

岐阜県山県市富永18

TEL : 0575-24-8862 FAX : 0575-24-8863

都市名: 青島市

〒 501-2257 設立時期: 2012年8月
事業内容: その他

進出形態: 現地法人

業種: バルブ・継手（配管部材）

法人番号:

現地法人名(英文): PT.KAKEFU BAJA INDUSTRI INDONESIA
㈱カケフホールディングス 進出先国: インドネシア

岐阜県可児市二野1979-150

TEL : 0574-62-1214 FAX : 0574-62-9933

都市名: ブカシ

〒 509-0232 設立時期: 2016年12月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 住宅躯体

法人番号:

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): ジャパンメタルビルディングシステムズ

(英文): JMBS
㈱カケフホールディングス 進出先国: インド

岐阜県可児市二野1979-150

TEL : 0574-62-1214 FAX : 0574-62-9933

都市名: バンガロール

〒 509-0232 設立時期: 1998年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属屋根・外壁製造・施工

法人番号:

現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: ガス器具部品

法人番号:

現地法人名(和文): セブダイトー

(英文): CEBU DAITO
サンリツ㈱ 進出先国: フィリピン

岐阜県下呂市小坂町大島1271

TEL : 0576-62-2432 FAX : 0576-62-3556

都市名: セブ

〒 509-3106 設立時期: 1986年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 綿棒

法人番号:

現地法人名(和文): セブダイトーコーポレーション

(英文): CEBU DAITO CORPORATION

進出先国: フィリピン

都市名: マクタン市

設立時期: 1988年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 綿棒

現地法人名(和文): 昆山三和包装用品有限公司

(英文): KUNSHAN SANWA PACKING PRODUCTS CO., LTD.
ジーパックス㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西8-3

TEL : 058-279-2111 FAX : 058-279-3610

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

〒 501-6121 設立時期: 2002年5月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 包装資材

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社正徳トレーディング　中国事務所

(英文): SHOTOKU TRADING CO., LTD. CHINA OFFICE
㈱正徳トレーディング 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町大場906-134

TEL : 0584-35-3496 FAX : 0584-35-3498

都市名: 江蘇省南通市

〒 503-1272 設立時期: 2006年4月進出形態: 駐在員事務所

業種: 製缶加工、板金部品検査

法人番号:
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その他
現地法人名(和文): OKB　CONSULTING VIETNAM CO.,LTD

(英文): OKB　CONSULTING VIETNAM CO.,LTD
㈱大垣共立銀行 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市郭町3-98

TEL : 0584-74-2111 FAX : 0584-74-2512

都市名: ハノイ

〒 503-0887 設立時期: 2017年4月

事業内容: コンサルティング
進出形態: 現地法人

業種: コンサルティング

法人番号:

現地法人名(和文): 寿屋インドクラッシックインダストリー

(英文): KICI
㈱オーツカ 進出先国: インドネシア

岐阜県羽島郡笠松町門間1815-1

TEL : 058-388-3121 FAX : 058-388-3927

〒 501-6065

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 自動車用内外装部品

法人番号:

現地法人名(英文): OGISO KENTIKU CO., LTD. VIETNAM OFFICE
小木曽建築㈲ 進出先国: ベトナム

岐阜県多治見市長瀬町24-53

TEL : 0572-22-8703 FAX : 0572-22-8963

都市名: ホーチミン

〒 507-0017 設立時期: 2011年4月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 水処理プラント

法人番号:

現地法人名(英文): TAJIMI CO.,LTD

進出先国: ベトナム

都市名: ホーチミン

設立時期: 2017年7月

事業内容: 環境コンサルティング、水
処理プラント

進出形態: 現地法人

業種: 水処理プラント

現地法人名(和文): 青島巴尓真商貿有限公司

(英文): QINGDAO VALJON TRADING CO, LTD.
㈱オンダ製作所 進出先国: 中国

岐阜県山県市富永18

TEL : 0575-24-8862 FAX : 0575-24-8863

都市名: 青島市

〒 501-2257 設立時期: 2012年8月
事業内容: その他

進出形態: 現地法人

業種: バルブ・継手（配管部材）

法人番号:

現地法人名(英文): PT.KAKEFU BAJA INDUSTRI INDONESIA
㈱カケフホールディングス 進出先国: インドネシア

岐阜県可児市二野1979-150

TEL : 0574-62-1214 FAX : 0574-62-9933

都市名: ブカシ

〒 509-0232 設立時期: 2016年12月
事業内容: 製造

進出形態: 現地法人

業種: 住宅躯体

法人番号:

業種別一覧

業種別一覧

その他
現地法人名(和文): ジャパンメタルビルディングシステムズ

(英文): JMBS
㈱カケフホールディングス 進出先国: インド

岐阜県可児市二野1979-150

TEL : 0574-62-1214 FAX : 0574-62-9933

都市名: バンガロール

〒 509-0232 設立時期: 1998年1月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 金属屋根・外壁製造・施工

法人番号:

現地法人名(和文): LK精密株式会社

(英文): LK PRECISION CO., LTD.
㈱加藤製作所 進出先国: 韓国

岐阜県可児市姫ケ丘2-6

TEL : 0574-60-0006 FAX : 0574-60-0008

都市名: 仁川市

〒 509-0249 設立時期: 1991年9月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: ガス器具部品

法人番号:

現地法人名(和文): セブダイトー

(英文): CEBU DAITO
サンリツ㈱ 進出先国: フィリピン

岐阜県下呂市小坂町大島1271

TEL : 0576-62-2432 FAX : 0576-62-3556

都市名: セブ

〒 509-3106 設立時期: 1986年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 綿棒

法人番号:

現地法人名(和文): セブダイトーコーポレーション

(英文): CEBU DAITO CORPORATION

進出先国: フィリピン

都市名: マクタン市

設立時期: 1988年5月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 綿棒

現地法人名(和文): 昆山三和包装用品有限公司

(英文): KUNSHAN SANWA PACKING PRODUCTS CO., LTD.
ジーパックス㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町上佐波西8-3

TEL : 058-279-2111 FAX : 058-279-3610

都市名: 江蘇省蘇州昆山市

〒 501-6121 設立時期: 2002年5月
事業内容: 販売

進出形態: 現地法人

業種: 包装資材

法人番号:

現地法人名(和文): 株式会社正徳トレーディング　中国事務所

(英文): SHOTOKU TRADING CO., LTD. CHINA OFFICE
㈱正徳トレーディング 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町大場906-134

TEL : 0584-35-3496 FAX : 0584-35-3498

都市名: 江蘇省南通市

〒 503-1272 設立時期: 2006年4月進出形態: 駐在員事務所

業種: 製缶加工、板金部品検査

法人番号:

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): 白鳥木材加工協同組合

(英文): SHIROTORI(M) SDN BHD
白鳥木材加工協同組合 進出先国: マレーシア

岐阜県郡上市白鳥町白鳥1017-72

TEL : 0575-82-2353 FAX : 0575-82-4839

都市名: クアラルンプール

〒 501-5121 設立時期: 2002年7月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 木炭

法人番号:

現地法人名(和文): 徳昌磚廠炭窰有限公司

(英文): TEIK CHEDING KILANG BATA DAN ARAING SDN. BHD

進出先国: マレーシア
都市名: バタワース

設立時期: 1997年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木炭

現地法人名(英文): SHINGIJUTSU GLOBAL CONSULTING USA INC.
㈱新技術グローバルコンサルティング 進出先国: 米国

岐阜県羽島市福寿町浅平1-56-1

TEL : 058-394-3320 FAX : 058-394-3321

都市名: ワシントン州ベルビュー

〒 501-6255 設立時期: 2004年4月

事業内容: コンサルタント
進出形態: 現地法人

業種: コンサルタント

法人番号:

現地法人名(和文): 上海司派美朋貿易有限公司

(英文): SUPERMATE
㈱スーパーメイト 進出先国: 中国

岐阜県羽島郡笠松町円城寺1470

TEL : 058-388-3341 FAX : 058-388-3818

都市名: 上海市

〒 501-6035 設立時期: 2002年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 店舗用器械

法人番号:

現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　モンゴル営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION MONGOL OFFICE
大日本土木㈱ 進出先国: モンゴル

岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11

TEL : 058-276-1111 FAX : 058-278-0001

都市名: ウランバートル

〒 500-8555 設立時期: 1998年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　キリバス営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION KIRIBATI BRANCH

進出先国: キリバス
都市名: タラワ

設立時期: 2001年4月進出形態: 支店

業種: 建設業

業種別一覧

業種別一覧

その他
現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　カイロ営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION EGYPT BRANCH
大日本土木㈱ 進出先国: エジプト

岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11

TEL : 058-276-1111 FAX : 058-278-0001

都市名: カイロ

〒 500-8555 設立時期: 1984年4月進出形態: 支店

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　ダカール営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION DAKAR BUREAU LIAISON

進出先国: セネガル
都市名: ダカール

設立時期: 2017年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設業

現地法人名(和文): 髙安工業（江陰）有限公司

(英文): TAKAYASU INDUSTRIAL (JIANGYIN) CO., LTD.
髙安㈱ 進出先国: 中国

岐阜県各務原市蘇原村雨町3-47

TEL : 058-382-2231 FAX : 058-389-4563

都市名: 江蘇省江陰市

〒 504-0828 設立時期: 2004年8月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維化学

法人番号:

現地法人名(和文): TSUCHIYA株式会社　香港支店

(英文): TSUCHIYA CORPORATION HONG KONG BRANCH
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 進出先国: 香港

岐阜県大垣市神田町2-55

TEL : 0584-81-5111 FAX : 0584-81-5141

〒 503-0917 設立時期: 2009年8月進出形態: 支店

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): 土屋香港有限公司

(英文): TSUCHIYA HONG KONG CORPORATION LIMITED

進出先国: 香港

設立時期: 2003年10月
事業内容: その他

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　韓国

(英文): TSUCHIYA KOREA CORPORATION

進出先国: 韓国
都市名: ソウル

設立時期: 2015年4月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): 白鳥木材加工協同組合

(英文): SHIROTORI(M) SDN BHD
白鳥木材加工協同組合 進出先国: マレーシア

岐阜県郡上市白鳥町白鳥1017-72

TEL : 0575-82-2353 FAX : 0575-82-4839

都市名: クアラルンプール

〒 501-5121 設立時期: 2002年7月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 木炭

法人番号:

現地法人名(和文): 徳昌磚廠炭窰有限公司

(英文): TEIK CHEDING KILANG BATA DAN ARAING SDN. BHD

進出先国: マレーシア
都市名: バタワース

設立時期: 1997年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 木炭

現地法人名(英文): SHINGIJUTSU GLOBAL CONSULTING USA INC.
㈱新技術グローバルコンサルティング 進出先国: 米国

岐阜県羽島市福寿町浅平1-56-1

TEL : 058-394-3320 FAX : 058-394-3321

都市名: ワシントン州ベルビュー

〒 501-6255 設立時期: 2004年4月

事業内容: コンサルタント
進出形態: 現地法人

業種: コンサルタント

法人番号:

現地法人名(和文): 上海司派美朋貿易有限公司

(英文): SUPERMATE
㈱スーパーメイト 進出先国: 中国

岐阜県羽島郡笠松町円城寺1470

TEL : 058-388-3341 FAX : 058-388-3818

都市名: 上海市

〒 501-6035 設立時期: 2002年12月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 店舗用器械

法人番号:

現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　モンゴル営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION MONGOL OFFICE
大日本土木㈱ 進出先国: モンゴル

岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11

TEL : 058-276-1111 FAX : 058-278-0001

都市名: ウランバートル

〒 500-8555 設立時期: 1998年9月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　キリバス営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION KIRIBATI BRANCH

進出先国: キリバス
都市名: タラワ

設立時期: 2001年4月進出形態: 支店

業種: 建設業

業種別一覧

業種別一覧

その他
現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　カイロ営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION EGYPT BRANCH
大日本土木㈱ 進出先国: エジプト

岐阜県岐阜市宇佐南1-3-11

TEL : 058-276-1111 FAX : 058-278-0001

都市名: カイロ

〒 500-8555 設立時期: 1984年4月進出形態: 支店

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): 大日本土木株式会社　ダカール営業所

(英文): DAI NIPPON CONSTRUCTION DAKAR BUREAU LIAISON

進出先国: セネガル
都市名: ダカール

設立時期: 2017年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設業

現地法人名(和文): 髙安工業（江陰）有限公司

(英文): TAKAYASU INDUSTRIAL (JIANGYIN) CO., LTD.
髙安㈱ 進出先国: 中国

岐阜県各務原市蘇原村雨町3-47

TEL : 058-382-2231 FAX : 058-389-4563

都市名: 江蘇省江陰市

〒 504-0828 設立時期: 2004年8月

事業内容: 製造・販売
進出形態: 現地法人

業種: 繊維化学

法人番号:

現地法人名(和文): TSUCHIYA株式会社　香港支店

(英文): TSUCHIYA CORPORATION HONG KONG BRANCH
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 進出先国: 香港

岐阜県大垣市神田町2-55

TEL : 0584-81-5111 FAX : 0584-81-5141

〒 503-0917 設立時期: 2009年8月進出形態: 支店

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): 土屋香港有限公司

(英文): TSUCHIYA HONG KONG CORPORATION LIMITED

進出先国: 香港

設立時期: 2003年10月
事業内容: その他

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　韓国

(英文): TSUCHIYA KOREA CORPORATION

進出先国: 韓国
都市名: ソウル

設立時期: 2015年4月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): TSUCHIYAシンガポール　インドネシア駐在員事務所

(英文): TSUCHIYA SINGAPORE PTE.LTD. INDONESIA REP. OFFICE
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 進出先国: インドネシア

岐阜県大垣市神田町2-55

TEL : 0584-81-5111 FAX : 0584-81-5141

都市名: ジャカルタ

〒 503-0917 設立時期: 2017年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設・不動産

法人番号:

現地法人名(和文): TSUCHIYA　マレーシア

(英文): TSUCHIYA MALAYSIA SDN. BHD.

進出先国: マレーシア
都市名: クアラルンプール

設立時期: 2008年8月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　シンガポール

(英文): TSUCHIYA SINGAPORE PTE. LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 2008年8月

事業内容: 建設業・不動産
進出形態: 現地法人

業種: 建設業・不動産

現地法人名(和文): TSUCHIYA株式会社　シンガポール支店

(英文): TSUCHIYA CORPORATION SINGAPORE BRANCH

進出先国: シンガポール

設立時期: 2008年8月進出形態: 支店

業種: 建設業・不動産

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ベトナム

(英文): TSUCHIYA VIETNAM CORPORATION LIMITED

進出先国: ベトナム

都市名: ハノイ

設立時期: 2010年6月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ベトナム　ホーチミン支店

(英文): TSUCHIYA VIETNAM CORPORATION HO CHI MINH BRANCH

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン

設立時期: 2015年11月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

業種別一覧

業種別一覧

その他
現地法人名(和文): TSUCHIYA　ベトナム　カンボジア支店

(英文): TSUCHIYA CAMBODIA BRANCH
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 進出先国: カンボジア

岐阜県大垣市神田町2-55

TEL : 0584-81-5111 FAX : 0584-81-5141

都市名: プノンペン

〒 503-0917 設立時期: 2016年5月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): TSUCHIYA　アメリカ

(英文): TSUCHIYA U.S.A. CORPORATION

進出先国: 米国
都市名: カリフォルニア州ロサンゼ

ルス
設立時期: 2003年10月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハワイ

(英文): TSUCHIYA HAWAII CORPORATION., LTD.

進出先国: 米国
都市名: ハワイ

設立時期: 2010年6月

事業内容: 不動産
進出形態: 現地法人

業種: 不動産

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハンガリー　ルーマニア支店

(英文): TSUCHIYA HUNGARY KFT. ROMANIA BRANCH

進出先国: ルーマニア

都市名: ブカレスト

設立時期: 2016年10月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハンガリー

(英文): TSUCHIYA HUNGARY KFT.

進出先国: ハンガリー

都市名: ブダペスト

設立時期: 2008年3月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハンガリー　オーストリア　オフィス

(英文): TSUCHIYA HUNGARY KFT.(AUSLANDISCHE FIRMA)

進出先国: オーストリア
都市名: ウィーン

設立時期: 2015年12月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設業

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): TSUCHIYAシンガポール　インドネシア駐在員事務所

(英文): TSUCHIYA SINGAPORE PTE.LTD. INDONESIA REP. OFFICE
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 進出先国: インドネシア

岐阜県大垣市神田町2-55

TEL : 0584-81-5111 FAX : 0584-81-5141

都市名: ジャカルタ

〒 503-0917 設立時期: 2017年6月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設・不動産

法人番号:

現地法人名(和文): TSUCHIYA　マレーシア

(英文): TSUCHIYA MALAYSIA SDN. BHD.

進出先国: マレーシア
都市名: クアラルンプール

設立時期: 2008年8月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　シンガポール

(英文): TSUCHIYA SINGAPORE PTE. LTD.

進出先国: シンガポール

設立時期: 2008年8月

事業内容: 建設業・不動産
進出形態: 現地法人

業種: 建設業・不動産

現地法人名(和文): TSUCHIYA株式会社　シンガポール支店

(英文): TSUCHIYA CORPORATION SINGAPORE BRANCH

進出先国: シンガポール

設立時期: 2008年8月進出形態: 支店

業種: 建設業・不動産

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ベトナム

(英文): TSUCHIYA VIETNAM CORPORATION LIMITED

進出先国: ベトナム

都市名: ハノイ

設立時期: 2010年6月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ベトナム　ホーチミン支店

(英文): TSUCHIYA VIETNAM CORPORATION HO CHI MINH BRANCH

進出先国: ベトナム
都市名: ホーチミン

設立時期: 2015年11月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): TSUCHIYA　ベトナム　カンボジア支店

(英文): TSUCHIYA CAMBODIA BRANCH
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 進出先国: カンボジア

岐阜県大垣市神田町2-55

TEL : 0584-81-5111 FAX : 0584-81-5141

都市名: プノンペン

〒 503-0917 設立時期: 2016年5月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

法人番号:

現地法人名(和文): TSUCHIYA　アメリカ

(英文): TSUCHIYA U.S.A. CORPORATION

進出先国: 米国
都市名: カリフォルニア州ロサンゼ

ルス
設立時期: 2003年10月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハワイ

(英文): TSUCHIYA HAWAII CORPORATION., LTD.

進出先国: 米国
都市名: ハワイ

設立時期: 2010年6月

事業内容: 不動産
進出形態: 現地法人

業種: 不動産

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハンガリー　ルーマニア支店

(英文): TSUCHIYA HUNGARY KFT. ROMANIA BRANCH

進出先国: ルーマニア

都市名: ブカレスト

設立時期: 2016年10月

事業内容: 建設業
進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハンガリー

(英文): TSUCHIYA HUNGARY KFT.

進出先国: ハンガリー

都市名: ブダペスト

設立時期: 2008年3月
事業内容: 建設業

進出形態: 現地法人

業種: 建設業

現地法人名(和文): TSUCHIYA　ハンガリー　オーストリア　オフィス

(英文): TSUCHIYA HUNGARY KFT.(AUSLANDISCHE FIRMA)

進出先国: オーストリア
都市名: ウィーン

設立時期: 2015年12月進出形態: 駐在員事務所

業種: 建設業

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): JP WESTON

(英文): JP WESTON CO., LTD.
日本ウエストン㈱ 進出先国: タイ

岐阜県岐阜市柳津町高桑1-48

TEL : 058-279-0291 FAX : 058-279-1402

都市名: バンコク

〒 501-6122 設立時期: 2011年6月

事業内容: リネンサプライ業
進出形態: 現地法人

業種: リネンサプライ業

法人番号:

現地法人名(和文): 青島濃飛流通服飾有限公司

(英文): QINGDAO NOHHI-GAVANS FASHION LOGISTICS CO., LTD.
濃飛倉庫運輸㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市橋本町2-20

TEL : 058-251-0111 FAX : 058-253-9312

都市名: 山東省青島市

〒 500-8557 設立時期: 2005年3月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 物流加工

法人番号:

現地法人名(英文): PT. NOHHI INDONESIA

進出先国: インドネシア
都市名: タンゲラン

設立時期: 2011年4月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 流通加工

現地法人名(和文): 上海琶禄展示設計制作有限公司

(英文): PEARL MANNEQUIN (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱パールマネキン 進出先国: 中国

岐阜県瑞穂市野田新田4045

TEL : 058-326-3720 FAX : 058-327-5714

都市名: 上海市

〒 501-0232 設立時期: 2004年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 店舗設計、施工、製造技術

法人番号:

現地法人名(和文): 星海秦設備製造（天津）有限公司

(英文): STAR HYTEM EQUIPMENT MANUFACTURING (TIANJIN) CO., 
LTD.

㈱ハイテム 進出先国: 中国

岐阜県各務原市テクノプラザ2-10

TEL : 058-385-0505 FAX : 058-385-1230

都市名: 天津市

〒 509-0109 設立時期: 2008年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 養鶏農場ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ機器・ｼｽﾃﾑ

法人番号:

現地法人名(和文): 栄光（大連）建築装飾工程有限公司

(英文): ECO DALIAN CONSTRUCTION DECORATION ENGINEERING 
CO., LTD.

㈱ハウテック 進出先国: 中国

岐阜県下呂市少ヶ野423

TEL : 0576-24-1111 FAX : 0576-24-1291

都市名: 遼寧省大連市

〒 509-2205 設立時期: 2011年7月
事業内容: 建築施工管理会社

進出形態: 現地法人

業種: 建築・内装・設計・施工・管理

法人番号:

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): 南通藍友貿易有限公司

(英文): NANTONG BLUEMATE TRADING CO., LTD.
㈱ブルーメイト 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-14-1

TEL : 058-279-1130 FAX : 058-279-0521

都市名: 江蘇省南通市

〒 501-6123 設立時期: 2011年6月

事業内容: 貿易業
進出形態: 現地法人

業種: 輸出入及び関連業務

法人番号:

現地法人名(和文): 博福木（杭州）貿易有限公司

(英文): BONFORM (HANGZHOU) CO., LTD.
㈱ボンフォーム 進出先国: 中国

岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕640-1　

TEL : 0584-63-1777 FAX : 0584-63-1666

都市名: 浙江省杭州市

〒 503-0115 設立時期: 2006年5月

事業内容: 卸業と輸出入貿易
進出形態: 現地法人

業種: 自動車用品、雑貨

法人番号:

現地法人名(和文): 松永福利器具制造（上海）有限公司

(英文): SONG YONG WELFARE APPLIANCE MANUFACTURING 
(SHANGHAI)

㈱松永製作所 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町大場484

TEL : 0584-35-1180 FAX : 0584-35-1270

都市名: 上海市

〒 503-1272 設立時期: 2001年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 車いす

法人番号:

現地法人名(和文): MATSUNAGA THAILAND

(英文): MATSUNAGA (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ

都市名: バンコク

設立時期: 2014年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 車いす

現地法人名(和文): ミノグループ　バンコク駐在員事務所㈱ミノグループ 進出先国: タイ

岐阜県郡上市美並町上田8-2

TEL : 0575-79-2111 FAX : 0575-79-3455

都市名: バンコク

〒 501-4101
進出形態: 駐在員事務所

業種: エンジニア

法人番号:

現地法人名(和文): ヤバシライムストーンテックスコリア

(英文): YABASHI LIMESTONE TECHS KOREA CO., LTD.
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: 韓国

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: 浦項市

〒 503-2213 設立時期: 2002年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 石灰石加工品・石灰石

法人番号:

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): JP WESTON

(英文): JP WESTON CO., LTD.
日本ウエストン㈱ 進出先国: タイ

岐阜県岐阜市柳津町高桑1-48

TEL : 058-279-0291 FAX : 058-279-1402

都市名: バンコク

〒 501-6122 設立時期: 2011年6月

事業内容: リネンサプライ業
進出形態: 現地法人

業種: リネンサプライ業

法人番号:

現地法人名(和文): 青島濃飛流通服飾有限公司

(英文): QINGDAO NOHHI-GAVANS FASHION LOGISTICS CO., LTD.
濃飛倉庫運輸㈱ 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市橋本町2-20

TEL : 058-251-0111 FAX : 058-253-9312

都市名: 山東省青島市

〒 500-8557 設立時期: 2005年3月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 物流加工

法人番号:

現地法人名(英文): PT. NOHHI INDONESIA

進出先国: インドネシア
都市名: タンゲラン

設立時期: 2011年4月

事業内容: その他
進出形態: 現地法人

業種: 流通加工

現地法人名(和文): 上海琶禄展示設計制作有限公司

(英文): PEARL MANNEQUIN (SHANGHAI) CO., LTD.
㈱パールマネキン 進出先国: 中国

岐阜県瑞穂市野田新田4045

TEL : 058-326-3720 FAX : 058-327-5714

都市名: 上海市

〒 501-0232 設立時期: 2004年9月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 店舗設計、施工、製造技術

法人番号:

現地法人名(和文): 星海秦設備製造（天津）有限公司

(英文): STAR HYTEM EQUIPMENT MANUFACTURING (TIANJIN) CO., 
LTD.

㈱ハイテム 進出先国: 中国

岐阜県各務原市テクノプラザ2-10

TEL : 058-385-0505 FAX : 058-385-1230

都市名: 天津市

〒 509-0109 設立時期: 2008年11月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 養鶏農場ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ機器・ｼｽﾃﾑ

法人番号:

現地法人名(和文): 栄光（大連）建築装飾工程有限公司

(英文): ECO DALIAN CONSTRUCTION DECORATION ENGINEERING 
CO., LTD.

㈱ハウテック 進出先国: 中国

岐阜県下呂市少ヶ野423

TEL : 0576-24-1111 FAX : 0576-24-1291

都市名: 遼寧省大連市

〒 509-2205 設立時期: 2011年7月
事業内容: 建築施工管理会社

進出形態: 現地法人

業種: 建築・内装・設計・施工・管理

法人番号:

業種別一覧
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その他
現地法人名(和文): 南通藍友貿易有限公司

(英文): NANTONG BLUEMATE TRADING CO., LTD.
㈱ブルーメイト 進出先国: 中国

岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-14-1

TEL : 058-279-1130 FAX : 058-279-0521

都市名: 江蘇省南通市

〒 501-6123 設立時期: 2011年6月

事業内容: 貿易業
進出形態: 現地法人

業種: 輸出入及び関連業務

法人番号:

現地法人名(和文): 博福木（杭州）貿易有限公司

(英文): BONFORM (HANGZHOU) CO., LTD.
㈱ボンフォーム 進出先国: 中国

岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕640-1　

TEL : 0584-63-1777 FAX : 0584-63-1666

都市名: 浙江省杭州市

〒 503-0115 設立時期: 2006年5月

事業内容: 卸業と輸出入貿易
進出形態: 現地法人

業種: 自動車用品、雑貨

法人番号:

現地法人名(和文): 松永福利器具制造（上海）有限公司

(英文): SONG YONG WELFARE APPLIANCE MANUFACTURING 
(SHANGHAI)

㈱松永製作所 進出先国: 中国

岐阜県養老郡養老町大場484

TEL : 0584-35-1180 FAX : 0584-35-1270

都市名: 上海市

〒 503-1272 設立時期: 2001年11月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: 車いす

法人番号:

現地法人名(和文): MATSUNAGA THAILAND

(英文): MATSUNAGA (THAILAND) CO., LTD.

進出先国: タイ

都市名: バンコク

設立時期: 2014年7月

事業内容: 販売
進出形態: 現地法人

業種: 車いす

現地法人名(和文): ミノグループ　バンコク駐在員事務所㈱ミノグループ 進出先国: タイ

岐阜県郡上市美並町上田8-2

TEL : 0575-79-2111 FAX : 0575-79-3455

都市名: バンコク

〒 501-4101
進出形態: 駐在員事務所

業種: エンジニア

法人番号:

現地法人名(和文): ヤバシライムストーンテックスコリア

(英文): YABASHI LIMESTONE TECHS KOREA CO., LTD.
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: 韓国

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: 浦項市

〒 503-2213 設立時期: 2002年10月
事業内容: 製造・販売

進出形態: 現地法人

業種: 石灰石加工品・石灰石

法人番号:

業種別一覧

－ 57 － 「2018年 ジェトロ岐阜」



業種別一覧

その他
現地法人名(和文): 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

(英文): YABASHI WHITE LIMESTONE MINING VIETNAM CORP.,
ヤバシインターナショナル㈱ 進出先国: ベトナム

岐阜県大垣市赤坂町226

TEL : 0584-71-0181 FAX : 0584-71-1476

都市名: ゲアン省クイホップ

〒 503-2213 設立時期: 2000年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: ＣＡＤ入力

法人番号:

現地法人名(和文): ヤバシベトナムキャドテクノロジーコーポレーション

(英文): YABASHI VIETNAM CAD TECHNOLOGY CORP.,

進出先国: ベトナム
都市名: ハノイ

設立時期: 2000年3月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: ＣＡＤ入力

現地法人名(和文): ヤバシミャンマーキャドテクノロジー

(英文): YABASHI MYANMAR CAD TECHNOLOGIES CO., LTD.

進出先国: ミャンマー
都市名: ヤンゴン

設立時期: 2013年4月

事業内容: 製造
進出形態: 現地法人

業種: CAD入力

業種別一覧
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