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FOREWORD

　The object of publishing this“ISHIKAWA TRADE DIRECTORY 2011”is 

to provide information on trade-related companies in Ishikawa Prefecture, and 

to promote the activities related to import, export and other international 

business.

　Listed are 287 companies, and their information is edited based on the 

responses to questionnaire survey conducted in September 2011. 

　Proper judgment and responsibility are advised when contacting and 

negotiating with these companies.　We hope that this trade directory will 

offer many business opportunities and will contribute to further development 

of international business between Ishikawa and other countries. 

 JETRO KANAZAWA

は じ め に

　このたび「ISHIKAWA TRADE DIRECTORY ２０１１」を作成・発行いたしました。

この和英併記のダイレクトリーは、石川県内の貿易関連企業を広く世界各国に紹介

し、県内企業の輸出入取引や海外ビジネスの促進を図ることを目的としています。

　ジェトロでは、石川県内の企業を対象に２０１１年９月にアンケート調査を実施し、

同アンケートに回答頂いた輸出入関連企業２８７社の概要を本ダイレクトリーに掲載

いたしました。

　本ダイレクトリーを通じ県内企業を紹介させて頂きますが、掲載されている各企

業との具体的な交渉等は、各位の判断と責任で実行されますようお願い申し上げ 

ます。

　本ダイレクトリーが関係各方面で広く活用されることにより、国際ビジネス促進

の一助になれば幸いに存じます。

　最後になりましたが、ダイレクトリー作成にご協力頂いた各企業の皆様、関係機

関の皆様に厚く御礼申し上げます。

 ジェトロ金沢貿易情報センター



HOW TO USE THIS DIRECTORY

１．Company Name

The companies are listed in alphabetical order.

２．Company Index

Refer to the COMPANY INDEX BY PRODUCT CLASSIFICATION to 

find the products that you wish to import/export.  Locate the company 

numbers on the right, and jump to the detailed information of the 

company.

３．Appendix

Trade related local government sectors and organizations are listed for 

your reference.

本書の利用について

１．企業情報は社名のアルファベット順に掲載しています。ローマ字表記について

は、企業名を除き、便宜上ヘボン式で統一しています。

２．商品別企業インデックスで企業を検索いただけます。商品別企業インデックス

の右側にある企業番号をもとに、当該企業のページをご参照下さい。

３．巻末に、石川県内の貿易関係官庁・団体等を掲載しています。
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