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富山县工业技术制造产品综合展览会2017

日本参展企业 2017.09.25现在

会社名中文 日文 英文 邮编 地址 ＵＲＬ 行业种类 主要产品

株式会社Aitronix 株式会社アイトロニクス Aitronix Corporation 663-8022 兵庫県西宮市日野町9番69号 http://www.aitronix.co.jp/ 机械设备 放电加工机

株式会社AQUA机械工业 株式会社アクア機械工業
AQUA MACHINERY CO.,

LTD
938-0084 富山県黒部市生地芦崎370 机器人相关

机器人系统・自动组立机・省力化机械的设计与制作
UR机器人及其周边机器的销售

株式会社e-system 株式会社イーシステム e-system 939-8006 富山県富山市山室391-1 http://www.esyst.co.jp/ ＩＴ、文化创意产业相关

■视频制作
　电视广告制作
　展示会用视频制作
　全息投影
■交互系统开发
　AR (增强现实)・MR (混合现实）
　3De (2016年度富山县优先试用认定）
　全天球 (2017年度富山县优先试用认定)

饭山精器株式会社 飯山精器株式会社 IIYAMASEIKI CO., LTD. 383-0053 長野県中野市草間1162-15 http://www.iiyamaseiki.co.jp/ 机械零部件、 ＩＴ

「加工业者的物联网程序！」
开发与销售面向加工业的日程软间。在网页即可浏览贵公司
工厂的情况（计划-进展-实绩）
制造并销售无需改装原有设备即可运行的简易监视系统。
「配件加工的专家！」
加工用于复合自动机床、无心外圆磨床・圆筒磨床的金属零
件。
主要的工程尺寸为～Φ20。擅长1,000～10,000/lot的小～中
批量的量产工作。
钛、铁镍铬合金等难切割素材的加工。
越南工厂。

株式会社IXIS 株式会社イクシス IXIS inc 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪2994-1 http://www.ixis.co.jp
塑料及其他
专业制作试件

真空注型试件（硬质・软质）
3D打印试件（光造形）
切削加工试件
添加装饰（镀金、涂装、印刷）
其他

池田金属工业株式会社 池田金属工業株式会社
IKEDA METAL INDUSTRIAL

CO., LTD.
550-0013 大阪府大阪市西区新町4-7-11 http://www.ikekin.co.jp

机械零部件、汽车相关、机器
人相关、航空航天相关、电力
·电子、铝材、医药品、化
学、批发零售业、食品加工

螺栓、螺母、螺丝等工业用扣件，及其他金属加工零部件。
ねじ、ボルト、ナット等の工業用ファスナー、および金属
加工部品。
「松动处理」「螺母维修・加强」「螺栓的軸力管理」等の加
固技术。

株式会社岩黑制造所 株式会社岩黒製作所 Iwakuro Mfg.Co., Ltd. 939-0418 富山県射水市布目沢480-2 http://www.iwakuro.co.jp 机械设备
PTP自动包装机、四边封口自动包装机、SP自动包装机、药用
计数充填机、条状自动包装机、制药机器

Wood Studio株式会社 ウッドスタジオ株式会社 Wood Studio ltd. 939-2602 富山県富山市婦中町下邑29-2 http://www.wood-studio.jp/
铁制加工品的设计、制造、销
售、安装

暖炉、旋转楼梯、垃圾收集箱、其他

ＮＩＣ Autotec株式会社 エヌアイシ・オートテック株式会社 NIC Autotec Inc. 930-0034 富山県富山市清水元町7-8 http://www.nic-inc.co.jp/ 机械零部件、机器人相关
铝制框架、装备支架、 装备外壳、防尘室、安全栏、传送
带、清洗机

ＯＫＫ株式会社 ＯＫＫ株式会社 OKK CORPORATION 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹8-10 http://www.okk.co.jp 机械设备 机床机械：加工中心、数控铣床、通用铣床

太谷株式会社 太谷株式会社 OYA 920-0845 石川県金沢市瓢箪町22-28 http://www.oya-grp.jp 批发零售业 为营造更好的生产环境而提供机械及相关服务

http://www.aitronix.co.jp/
http://www.esyst.co.jp/
http://www.iiyamaseiki.co.jp/
http://www.ixis.co.jp/
http://www.iwakuro.co.jp/
http://www.wood-studio.jp/
http://www.nic-inc.co.jp/
http://www.okk.co.jp/
http://www.oya-grp.jp/
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株式会社小矢部精机 株式会社小矢部精機 OYABE SEIKI CO., LTD. 932-0137 富山県小矢部市渋江2020 http://www.oyabe-seiki.co.jp/ 机械设备

面向汽车产业，大型压力生产线自动化机械（材料投入・压力
间搬送・成品取出堆放）、汽车轻量化的TWB材激光熔接系
统，热压机生产线所需高温材料投入、取出堆放系统等，承
包从设计到制作，到客户工厂进行安装调整等一条龙服务。

岐阜县 岐阜県 Gifu Prefectural Government 500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 http://www.pref.gifu.lg.jp/
机械零部件、金属模具（及其
制品）、塑料、化学、政府部
门、各种团体、学校

株式会社木村铸造所 株式会社木村鋳造所
KIMURA FOUNDRY CO.,

LTD.
411-0905 静岡県駿東郡清水町長沢1157 http://www.kimuragrp.co.jp/

机械设备、机械零部件、金属
模具（及其制品）、汽车相
关、机器人相关

・汽车用压制金属模具
・产业机械（机床机械、建筑机械、农业机械、空气压缩机
等）
・试制品（汽车配件、真空管、空气压缩机等）
对应材质：FC FCD SC SCS（部分）

有限会社小泉制造所 有限会社小泉製作所 Koizumi　Inc. 930-0304 富山県中新川郡上市町森尻614 http://koizumi-s.jp/ 机械零部件、塑料
横向移动螺杆
横向移动螺杆用树脂螺母

株式会社高志INTEC 株式会社高志インテック KOUSHI INTEC Inc. 930-0818 富山県富山市奥田町9番32号 http://www.koushi-intec.co.jp/ ＩＴ
智能设备解决方案、资料管理系统、ＡＳＰＡＣ系列、设施
管理系统、３ＤＣＡＤ、乐一系统

国际据点港湾伏木富山港Port sales
事业推进协议会（事务局：立地通商
课）

国際拠点港湾伏木富山港ポートセール
ス事業推進協議会
（事務局：立地通商課）

FUSHIKI‐TOYAMA　PORT

PROMOTING

CONFERENCE

930-8501
富山県富山市新総曲輪１－７
（富山県商工労働部立地通商課内）

http://www.pref.toyama.jp/sectio

ns/1307/portsales/
政府・各种团体・学校 对伏木富山港进行宣传

公益财团法人 国际人才育成机构 北
陆支局

公益財団法人 国際人材育成機構 北陸
支局

IM JAPAN 930-0023
富山県富山市北新町2-2-7今井ビル4
階

http://www.imm.or.jp/ 政府・各种团体・学校
接收技能实习生
开展企业进军发展中国家的相关调查研究及支持事业
开展与发展中国家的青少年友好交流事业

（独）国立高等专门学校机构 富山高
等专门学校

（独）国立高等専門学校機構　富山高等
専門学校

National Institute of

Technology, Toyama College
939-8630 富山県富山市本郷13 http://www.nc-toyama.ac.jp/c5/ 政府・各种团体・学校 研究富山高等专门学校及介绍地区合作活动

小松钢机株式会社 小松鋼機株式会社 KOMATSU KOUKI CO., LTD. 923-8639 石川県小松市光町20番地 http://www.komatsukouki.co.jp
机械设备、机械零部件、机器
人相关、批发零售业

切割工具、测定机器、油空压工具、作业工具、油材、工作
机械、钣金机械、包含机器人体系在内的各种省力化机器，
本身自产商品（切割工具、环境商品）

Komatsu NTC株式会社 コマツＮＴＣ株式会社 Komatsu NTC Ltd. 939-1595 富山県南砺市福野100 http://ntc.komatsu/
机械设备、汽车相关、航空航
天相关、电力·电子、IT

连续自动工作机床、专用机、磨床、自动换刀数控机床、曲
轴加工机、钢丝锯、画像处理装置、搬送装置等

CYBERNETSYSTEMS株式会社 サイバネットシステム株式会社
CYBERNETSYSTEMS CO.,

LTD.
101-0022 東京都千代田区神田練塀町3

http://www.cybernet.co.jp/space

claim/
ＩＴ

涉及多方面的CAF软件及关联机器、创新软件、大规模数据分
析等数据解决方案，同时开发与销售主机访问、网络安全、
用户安全、IT资产、桌面管理等IT解决方案软件以及云服
务。

株式会社SUN PROTEC 株式会社サン・プロテック SUN PROTEC 470-0373 愛知県豊田市四郷町山畑139-28 ＩＴ 使用说明书制作、指南手册制作、漫画化服务

三协立山株式会社 三協立山株式会社 Sankyo Tateyama, Inc. 933-8610 富山県高岡市早川70 http://www.st-grp.co.jp/ 铝材
高楼用建材、住宅用建材、室外设施建材，铝、镁的锻造压
制加工，店铺用陈列用具、看板，店铺以及关联设备的保养

http://www.oyabe-seiki.co.jp/
http://www.pref.gifu.lg.jp/
http://www.kimuragrp.co.jp/
http://koizumi-s.jp/
http://www.koushi-intec.co.jp/
http://www.pref.toyama.jp/sections/1307/portsales/
http://www.pref.toyama.jp/sections/1307/portsales/
http://www.imm.or.jp/
http://www.nc-toyama.ac.jp/c5/
http://www.komatsukouki.co.jp/
http://ntc.komatsu/
http://www.cybernet.co.jp/spaceclaim/
http://www.cybernet.co.jp/spaceclaim/
http://www.st-grp.co.jp/
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三耐工业株式会社 三耐工業株式会社
SANTAI INDUSTRIES CO.,

LTD.
930-0041 富山県富山市向川原町2番7号 http://www.santai-kk.co.jp/ 机械零部件

橡胶·树脂·金属·其他材质的素材及加工品·成型品·包
装·衬垫·软管·传动带·保温保冷素材以及配套施工

株式会社Shikino High-Tech 株式会社シキノハイテック Shikino High-Tech CO., LTD. 937-0041 富山県魚津市吉島829 http://www.shikino.co.jp
汽车相关、机器人相关、电力
·电子

・LSI的开发·设计
・相机模组的制作、画像处理·画像传感系统的开发
・半导体检查机器的设计与制作

株式会社SYSTEC牛岛 株式会社システック牛島 SYSTEC USHIJIMA 930-0092 富山県富山市安田町6-13 http://ushijima.co.jp/ 机械设备, 批发零售业 讨论中

株式会社岛津制作所 株式会社島津製作所 Shimadzu Corporation 604-8551 京都市中央区西ノ京桑原町1 http://www.shimadzu.co.jp/ 机械设备 物性试验装置、X线试验装置、异物测定装置、观察装置

新亚洲友好协同组合 新アジア友好協同組合
sinasia yuukou kyoudou

kumiai
930-0281 富山県中新川郡舟橋村舟橋415

其他
（外国人）技能实习生

接收「越南技术实习生」

株式会社伸荣商会 株式会社伸栄商会 SINEI-TOOLS 930-0032 富山県富山市栄町3-2-3 http://www.sinei-tools.co.jp 机械设备、机械零部件 机床机械·工具·测定·传导

信州大学纤维学部 信州大学繊維学部

Shinshu University Faculty of

Texile Science and

Technology

386-8567 長野県上田市常田3-15-1
http://www.shinshu-

u.ac.jp/faculty/textiles/
纤维、政府・各种团体・学校 教育・研究・企业学校政府协作

株式会社SUGINO MACHINE 株式会社スギノマシン SUGINO MACHINE LIMITED 987-8511 富山県魚津市本江2410番地 WWW.SuginO.com
机械设备、航空航天相关、纤
维制品，电力。电子、医药、
化学、汽车相关、机器人相关

高压喷射清洗装置、超高压水射流切割装置、核能发电所检
修机器、湿式、干式微粒化装置、钻孔零部件、攻螺纹零部
件、多工序自动数控机床、扩管工具·装置、拔管装置、镜
面修饰工具、BiNFi-s等的开发·设计、制造、销售。

株式会社SEISHIN 株式会社セイシン SEISHIN CO., LTD.. 930-0821 富山県富山市飯野15番地の5 http://www.kk-seishin.com/ 批发零售业

本公司主营根据温度变化改变自身构造并对发热量进行自动
调节的自控型电热器「Auto-Trace」（Raychem社制）等加热
机器。「Auto-Trace」拥有高度的自动调节功能，防止过
热、安全安心。从需要维持温度的工厂运作配管到民用屋顶
融雪加热器，用途广泛。除此之外，兼营周边领域的各种工
业制品。

株式会社创和 株式会社創和 SOHWA CO., LTD. 393-0047 長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂4354-6 http://www.sohwa.jp/
金属模具（及其制品）、塑
料、铝材、批发零售业

铝材压铸成型・铝材挤压·牵引成型、树脂成型品、装配·螺
栓螺丝·线圈等

株式会社soft 株式会社ソフト Soft Co., Ltd. 930-0004 富山県富山市桜橋通り2番25号 http://www.soft-co.jp/ ＩＴ
・电脑系统的设计以及系统开发
・设施预约系统·运输业用总系统·设备机械保守支援系统·
电子广告·非编程网页开发工具·自动生成指南工具

泰和橡胶兴业株式会社 泰和ゴム興業株式会社
TAIWAGOMUKOGYO

COPORATION
920-0061 石川県金沢市問屋町1丁目10番地 http://www.taiwagomu-web.jp/

机械设备、机械零部件、模具
（及其制品）、汽车相关、机
器人相关、塑料、批发零售业

工业用橡胶制品（各种软管、油封、包装、传送带、隔音防
振制品）
合成树脂制品（成型品、加工品）
橡胶・树脂软管、各类连接类产品
各类蛇纹管
工业用各类刷具

株式会社TAKAOKA MEG 株式会社タカオカメガ TAKAOKA MEG CO., LTD. 939-0274 富山県射水市小島514-1 http://www.takaokameg.co.jp 机械设备、批发零售业
磨削材料、机床机械、机械工具、导入机械、金刚石工具、
陶瓷加工

竹中产业株式会社 竹中産業株式会社 The Takenaka Co., Ltd. 101-0044 東京都千代田区鍛治町1丁目5-5
http://www.takenakasangyo.co.j

p/
批发零售业 石油制品、化学品、容器、产业机器等

http://www.santai-kk.co.jp/
http://www.shikino.co.jp/
http://ushijima.co.jp/
http://www.shimadzu.co.jp/
http://www.sinei-tools.co.jp/
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/
http://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/textiles/
http://www.sugino.com/
http://www.kk-seishin.com/
http://www.sohwa.jp/
http://www.soft-co.jp/
http://www.taiwagomu-web.jp/
http://www.takaokameg.co.jp/
http://www.takenakasangyo.co.jp/
http://www.takenakasangyo.co.jp/
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有限会社端保机工 有限会社端保機工 Tanpo Kikou Co., Ltd. 933-0827
富山県高岡市泉が丘3300-57 福原ビ
ル2F

http://multi-axis.com/ 批发零售业
・各类机床机械
・CAD/CAM

中部工营株式会社 中部工営株式会社 CHUBU KOEI CO., LTD. 939-1272 富山県高岡市下麻生1720-1 http://www.chubukoei.co.jp
机械设备、机器人相关、电力
·电子、批发零售业、其他
物联网解决方案

电子工业用副资材（焊锡、粘合剂等）
电子工业用设备（焊锡槽、SMT生产线等）
物联网解决方案（设备运转状况可视化、技术情报传承、自
动识别系统等）

独立行政法人中小企业基盘整备机构
北陆本部

独立行政法人中小企業基盤整備機構
北陸本部

Organzation for Small &

Medium Enterprises and

Regional Innovation, JAPAN

920-0031
石川県金沢市広岡3-1-1　金沢パーク
ビル10階

http://www.smrj.go.jp/hokuriku/i

ndex.html
其他

为中小企业解决经营课题的各类支援项目（派遣专家、海外
支援、普及电子商务、运营互助制度等）

DKSH Japan株式会社 DKSHジャパン株式会社 DKSH Japan k.k. 108-8360 東京都港区三田3-4-19 http://dksh.com/jp-jp/home 化学、批发零售业
农药中间生成物。机能性色素。涂料、墨水、粘结剂用单
体、低聚物·各类添加剂。各类化学品原料。

轟产业株式会社 轟産業株式会社
TODOROKI INDUSTRY CO.,

LTD..
918-8550 福井県福井市毛矢3-2-4 http://www.todorokisangyo.co.jp 批发零售业

工业计测器、省力・产业机器、电力控制机器、研究开发机
器、物流机器、水处理装置・环境机器

株式会社鸟羽 株式会社鳥羽 TOBA 930-0010
富山県富山市稲荷元町三丁目8番43
号 批发零售业

传动机器、机器人、ＦＡ机器、油压・空压机器、搬送・材料
装卸机器、计装机器 其他

公益财团法人 富山县新世纪产业机构
/Nanotechnology Manufacturing
Cluster

公益財団法人 富山県新世紀産業機構
/ とやまナノテククラスター

Toyama New Industry

Organization / Toyama

Nanotechnology

Manufacturing Cluster

930-0866 富山市高田529技術交流ビル http://www.tonio.or.jp/nanotech/ 政府·各种团体·学校 综合产业支援事业

公立大学法人富山县立大学 公立大学法人富山県立大学
TOYAMA　Prefectuｒal

University
939-0398 富山県射水市黒河5180 http://www.pu-toyama.ac.jp/ 政府·各种团体·学校

国立大学法人富山大学 国立大学法人富山大学 University of Toyama 930-8555 富山県富山市五福3190 https://www.u-toyama.ac.jp/ 政府·各种团体·学校

１．研究推进机构 产学协作推进中心
　　・技术讨论
　　・将大学研发的新技术迅速运用于企业的技术转移活动
　　・技术振兴支援事业、交流事业、人才养成支援事业为首
的推进产学合作的必要活动
２．研究推进机构　研究推进综合支援中心研究推進総合支
援センター
　　・大型分析装置的对外使用(有偿)
　　・以机器分析为主题的共同研究

株式会社Torico 株式会社トリコ TORICO LTD. 920-0370 石川県金沢市上安原2丁目296番地1 http://www.torico-ltd.co.jp
机械零部件、机器人相关、电
力·电子、批发零售业

电子零部件修理业务、APP连接器、Graco制聚氨酯发泡设
备、半导体制造设备配件、液晶制造设备配件、石英再生、
环保外套、服务器、工业灯、纳米粉末、水处理产品，冷水
机维修

株式会社日刊工业新闻社 株式会社日刊工業新聞社
THE NIKKAN KOGYO

SHIMBUN, LTD.
103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1 https://corp.nikkan.co.jp/

其他
发行报纸

发行日报
发行各类日刊杂志及书籍

日本Electronics Service株式会社 日本エレクトロニクスサービス株式会社
Nippon Electronics Service

Co., Ltd.
930-0884 富山県富山市五福末広町1033 http://www.neskk.co.jp ＩＴ 电子·影像·通信机器·IT服务

株式会社日本Open Systems 株式会社日本オープンシステムズ
Japan Open Systems

Corporation
930-0057 富山県富山市上本町3-16 https://www.jops.co.jp/ ＩＴ 开发软件

http://multi-axis.com/
http://www.chubukoei.co.jp/
http://www.smrj.go.jp/hokuriku/index.html
http://www.smrj.go.jp/hokuriku/index.html
http://dksh.com/jp-jp/home
http://www.todorokisangyo.co.jp/
http://www.tonio.or.jp/nanotech/
http://www.pu-toyama.ac.jp/
https://www.u-toyama.ac.jp/
http://www.torico-ltd.co.jp/
https://corp.nikkan.co.jp/
http://www.neskk.co.jp/
https://www.jops.co.jp/
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日本Softec株式会社 日本ソフテック株式会社 Nihon Softec Inc. 939-1504 富山県南砺市川除伸888番地2 https://www.nsft.co.jp ＩＴ
开发与维护系统、电脑·网络机器、销售包装软件、开发软
件

入善町商工会 入善町商工会
Nyuzen town Commerce and

industry association
939-0626 富山県下新川郡入善町入膳5232-5

机械设备、机械零部件、金属
模具（及其制品）、汽车相
关、机器人相关、电力·电
子、ＩＴ、塑料、铝材、医药
品、化学、政府·各种团体·
学校

調査中

匹田产业株式会社 疋田産業株式会社
HIKIDA INDUSTRY CO.,

LTD.
920-0172 石川県金沢市河原市町10番 http://www.hikida.jp/

机械设备、机械零部件、汽车
相关、机器人相关、铝材、批
发零售业

轴承·直动机器、FA・控制机器、油空压机器、泵・流体控
制、机床机械、切割・作业工具、驱动机器、传动用品、材料
搬运相关机器、工业用素材、测定・设备周边机器、环境机
器、建设资材

枚冈合金工具株式会社／株式会社
Next Science

枚岡合金工具株式会社
／株式会社ネクストサイエンス

HIRAOKA HYPER

TOOLS,INC / Next Science
543-0042 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻2-1-2 http://www.digitaldolphins.jp/ 金属模具（及其制品）、 ＩＴ

文字材料管理・图纸管理系统（预定此次参展）
销售管理・生产管理系统（预定此次参展）
用于冷锻配件的金属模具

株式会社富士机工 株式会社富士機工 FUJIKIKO CO., LTD.. 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平2-62-3 http://okamoto@fuji-kiko.co.jp
机械设备、金属模具（及其制
品）

金属模具、压孔机、压力机、抛光机

北电情报系统服务株式会社
北電情報システムサービス株式会社

Hokuden Information System

Service Company Inc.
930-0004

富山県富山市桜橋通り3番1号電気ビ
ル2階

https://www.hiss.co.jp/ ＩＴ
构建·维修·运用系统、以及销售机器、信息中心服务（云
服务、服务器管理）网路服务、安全服务、其他

北陆计算机服务株式会社
北陸コンピュータ・サービス株式会社

HOKURIKU COMPUTER

SERVICE CO., LTD.
939-2708 富山県富山市婦中町島本郷47-4 https://www.hcs.co.jp ＩＴ

一般财团法人北陆产业活性化中心
北陆生活科学小组

一般財団法人北陸産業活性化センター
北陸ライフサイエンスクラスター

The Hokuriku Industrial

Advancement Center

Hokuriku Life Science Cluster

920-0981
石川県金沢市片町2-2-15　北国ビル
ディング2階

http://www.hiac.or.jp/cluster2 政府·各种团体·学校

北陆职业能力开发大学 北陸職業能力開発大学校
Hokuriku Polytechnic

Colleage
937-0856 富山県魚津市川縁1289-1

http://www3.jeed.or.jp/toyama/c

ollege/
政府·各种团体·学校

株式会社北陆精机 株式会社北陸精機 Hokuriku Seiki Co., Ltd. 937-0031 富山県魚津市道坂103 http://www.s-hokuriku.com
制造销售大型产业机械
制造销售小水力发电装置

株式会社hokulin 株式会社ホクリン Hokulin K.K 939-1118 富山県高岡市戸出栄町50-2 http://hokulin.com/ 传统工艺
锡制装饰物的制造与销售 可自由改变形状的锡制品的制造与
销售

Micro Square株式会社 マイクロ・スクエア株式会社 Micro Square Co., Ltd. 252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野3丁
目13-15　第3タカノビル6階

http://www.microsq.com/ 其他（精密机器制造销售）
各种显微镜、显微镜用寸法测量软件、UVLED照射器、LED紫
外线探伤灯

前田药品工业株式会社 前田薬品工業株式会社
MAEDA PHARMACEUTICAL

CO., LTD..
930-0916

富山県富山市向新庄町一丁目18番47
号

http://www.maeda-ph.co.jp/ 医药品、化学
・医药品、准药品
・基础化妆品
・熏香及其周边产品

MARUETSU电机株式会社 マルエツ電機株式会社
MARUETSU ELECTRIC CO.,

LTD.
930-0996

富山県富山市新庄本町二丁目3番52
号 http://www.maruetu.co.jp/ 电力·电子

控制装置（控制盘、操作盘、端子箱）
控制软件（梯进式程序、数字程序）
铁道车辆零件

丸文通商株式会社 丸文通商株式会社
MARUBUN-TSUSYO

Corporation
939-8221 富山市八日町247番地41

http://www.marubun-

tsusyo.co.jp/

机器人相关, 批发零售业、激
光加工机、3d打印机、各种传
感器、分析科学机器、机器保
养服务、医疗机器

３Ｄ打印、激光机器、传感器类

https://www.nsft.co.jp/
http://www.hikida.jp/
http://www.digitaldolphins.jp/
https://www.hiss.co.jp/
https://www.hcs.co.jp/
http://www.hiac.or.jp/cluster2
http://www3.jeed.or.jp/toyama/college/
http://www3.jeed.or.jp/toyama/college/
http://www.s-hokuriku.com/
http://hokulin.com/
http://www.microsq.com/
http://www.maeda-ph.co.jp/
http://www.maruetu.co.jp/
http://www.marubun-tsusyo.co.jp/
http://www.marubun-tsusyo.co.jp/
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株式会社三田商会 株式会社三田商会 MITA & CO., LTD. 930-0834 富山県富山市問屋町2丁目5番5号 http://www.mitas.co.jp 机械设备、批发零售业

传动机器、轴承·制动机器、驱动·回转控制机器·测量机
器·机器人·FA机器 空油压真空机器·搬送·保管机器·环
境·生产设备机器·橡胶树脂·铝制品·机床机械·装置制
作·零部件加工

宫岸株式会社 宮岸株式会社 Miyagishi 920-0024 石川県金沢市西念2-37-18 http://www.miyagishi.co.jp
机械设备、机械零部件、机器
人相关、批发零售业

轴承、三角皮带、搬送用各种皮带、皮带轮、齿轮、含油轴
承、传送带等各种附属产品

株式会社METAL HEAT 株式会社メタルヒート METAL HEAT CO., LTD. 446-0007 愛知県安城市東栄町5-3-6 http://www.metalheat.co.jp/

机械设备、机械零部件、金属
模具（及其制品）、汽车相
关、IT、铝材、及其他热处
理、表面处理

・金属热处理（真空、高周波、渗碳、盐、氮化など）
・切割框架
・热处理传动轴
・热处理炉销售
・热处理咨询

株式会社Merci 株式会社メルシー Merci Co., Ltd. 812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-
13

http://www.merci-net.co.jp 批发零售业 管理医疗机器

山崎机工株式会社 山崎機工株式会社 YAMAZAKI-KIKO CO., LTD. 931-8431 富山県富山市針原中町503 http://www.yamazaki-kiko.com/ 批发零售业
机床机械、精密测定机器、空油压机器、物流搬送机器、环
境机器
切削工具、其他

株式会社Yamato 株式会社ヤマト Yamato Co., Ltd. 631-0823 奈良県奈良市西大寺国見町1-6-3 http://www.k-yamato.co.jp 批发零售业 小型管理医疗机器

株式会社UCM 株式会社ユーコム UCM co,.jp 939-0341 富山県射水市三ケ1502番 http://wwwucm.co.jp ＩＴ 面向食品业的销售、库存、制造管理系统

株式会社Union Think 株式会社ユニオンシンク Union Think CO., LTD. 542-0081
大阪府大阪市中央区南船場4-11-28
南船場ビル5F

http://www.utc-net.co.jp ＩＴ

品质管理系统「业务designer for GxP」
作业流程系统「业务designer」
文字识别系统「OCR designer」
其他、会计/财会的统筹系统

株式会社流通产业 株式会社流通産業 Ryutu industry Co., Ltd. 930-0472 富山県中新川郡上市町女川71-2 http//www.ryutu-san.co.jp 机械设备
运用于产品生产过程中的
①应对人为失误的商品
②规范化包装/捆包生产线

菱越电机株式会社 菱越電機株式会社
RYOETSU ELECTRIC CO.,

LTD.
930-0834 富山県富山市問屋町三丁目1番28号 http://www.ryoetsu.co.jp 批发零售业 电子机械器具制品

ＹＫＫ株式会社 ＹＫＫ株式会社 YKK CORPORATION 938-8601 富山県黒部市吉田200 http://www.ykk.co.jp/
机械设备、机械零部件、其他
（用于固定的零部件、建材）

用于固定的零部件商品・住宅建材・高楼建材

用于固定的零部件的生产设备・建材生产设备

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 YKK AP Inc. 938-8611 富山県黒部市吉田200
http://www.ykkap.co.jp/company

/japanese/business/ent05.html
汽车相关、铝材 铝材形材製品

松下株式会社PA事业部商业技术革新
中心焊接系统总括部

パナソニック株式会社プロセスオート
メーション事業部ビジネスイノベーション
センター溶接システム総括部

561-0854 大阪府豊中市稲津町3-1-1
http://panasonic.com/jp/compan

y/psfs.html
机械设备・机器人相关

电弧焊接机（涂层电弧焊机・半自动焊接机・TIG焊接机・点焊
机）
焊接机相关消耗配件·焊丝

株式会社m-dia 株式会社エムダイヤ M-DIA & Co., Ltd 	936-0002 富山県滑川市中村551-2 http://www.m-dia.com/ 机械设备

分离・粉碎机　エコセパレ®（MTR-1450型、MTR-850型、MTR-
400型、MTR-200型）
切断机　ECO CUTTER（ECO CUTTER600、ECO CUTTER900、ECO
LOOPCUTTER）

三英工业株式会社 三英工業株式会社
SAN-EI INDUSTRIES

CO.,LTD
	939-0101

富山県高岡市福岡町赤丸10147番地
の7

http://lostwax.co.jp/
金属模型（及其制品）、航空
航天相关

发电·航空机器透平叶片精密铸造用金属模型以及检测夹具
等的设计与制造

http://www.mitas.co.jp/
http://www.miyagishi.co.jp/
http://www.metalheat.co.jp/
http://www.merci-net.co.jp/
http://www.yamazaki-kiko.com/
http://www.k-yamato.co.jp/
http://wwwucm.co.jp/
http://www.utc-net.co.jp/
http://www.ryoetsu.co.jp/
http://www.ykk.co.jp/
http://www.ykkap.co.jp/company/japanese/business/ent05.html
http://www.ykkap.co.jp/company/japanese/business/ent05.html
http://panasonic.com/jp/company/psfs.html
http://panasonic.com/jp/company/psfs.html
http://www.m-dia.com/
http://lostwax.co.jp/
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kanayama machinery株式会社 カナヤママシナリー株式会社
KANAYAMA MACHINERY

Co., Lid.
	938-0013 富山県黒部市荻生388-1 http://kanayama-m.com/ 其他（轮椅）

株式会社高田制作所 株式会社高田制作所 	939-1118 富山県高岡市戸出栄町54-7 http://www.imono.com/ 铝材

品牌：Aldekor外部材料铝制控制车挡板·铝铸砖·铭牌·门
把手
创业初始业务：佛教器具生产
拥有技术：6种铸件（黄铜、铜、铝、硬铝、镍银、超抗菌
锡）

株式会社ipec 株式会社アイペック IPEC Co., Ltd. 931-8326 富山県富山市上野新町５番４号 http://www.ipec-com.jp/
机械、金属、电力、建筑、基础设施相关的非破坏性检查、
调查·计测服务及开发其附带的物联网系统。

株式会社ＭＩＮＡＭＩ 株式会社ＭＩＮＡＭＩ MINAMI Co., Ltd. 930-0819 富山県富山市奥田本町８－４４ http://southern-web.com/ 电力·电子、ＩＴ
销售管理系统、建筑业会计系统、顾客管理系统、智能手机
应用程序MILiA、输电线摄影系统

株式会社河岛建具 株式会社河島建具
KAWASHIMATATEGU Co.,

Ltd.
939-1324 富山県砺波市荒高屋５１１番地の２ http://kawashima-tategu.com/

批发零售业、传统工艺、其他
（日本传统木工技术）

实木门·窗·隔扇、贴面门·窗·隔扇、装饰棂条加工、以
日本传统木工技艺制作的各类产品-TATE　GOOD-

有限会社西川铁筋 有限会社西川鉄筋 Nishikawa Tekkin 939-0643 富山県下新川郡入善町青木８８８－３ http://kazehouki.co.jp 其他（隧道内部清扫工具） 隧道内部清扫工具（风力扫帚）

北兴产业株式会社 北興産業株式会社 HOKKOSANGYO Co., Ltd. 939-8281 富山県富山市今泉西部町６－１ http://www.hokkosangyo.com/ ＩＴ
・利用IC标签的各类系统（安全装置、入退场管理、位置信息
等）
・触屏专用浏览器、kiosk终端

kanaya面业 かなや麺业 935-0024 富山県氷见市洼852-6 http://himipasta.com/ 无 抻面、乌冬面、意大利面

IT经营咨询株式会社 アイティ経営コンサルタント株式会社 It Keiei Consultant Co.,Ltd. 930-0866
富山県富山市高田527番地　富山県
総合情報センター5F　533号室

http://www.e-sougyou.com/ ＩＴ、文化创意产业相关 IT经营咨询·网站策划制作·系统开发·网络安全系统监查

株式会社takaokameg 株式会社タカオカメガ TAKAOKA MEG CO., LTD. 939-0274 富山県射水市小島５１４－１ http://www.takaokameg.co.jp/
机械设备、机械零部件、金属
模具（及其制品）、汽车相
关、航空航天相关

磨削油石、机床机械、专用机械、二手机械、解体检修、OEM
制作

泽川锻造工业株式会社 澤川鍛造工業株式会社
SAWAKAWA FORGING

INDUSTRY　CO.,LTD.
	939-1112 富山県高岡市戸出春日786 http://www.sawakawa.co.jp/

１．建设机械用精密油压零部件的机械加工
２．超大型轴承零部件的车削加工
３．锻造铝材圆轮的车削加工
４．减震安全装置的重要零部件的加工及组装

株式会社RIBON 株式会社りぼん
RIBON CORP. CURE CODE

CORP.
939-0626

富山県下新川郡入善町入膳３７７４番
地４

https://ribon1.jimdo.com/?utm_s

ource=kd
IT 阿尔茨海默病老人日托护理

黑部纸业株式会社 黒部紙業株式会社
Kurobeshigyou Company

Limited
938-0059 富山県黒部市石田１１６８－２１ http://www.kurobeshigyou.co.jp/

销售用瓦楞纸板、牛皮纸、纸板纸、纸管等制造的纸箱等纸
质加工品。

株式会社T&T高松建具
株式会社ティーアンドティー・タカマツタ
テグ

Oletto Door Sales Co., Ltd. 931-8301 富山県富山市水落６０番地の１
http://www.oletto-

door.co.jp/tandt/
其他（省空间室内门）

oletto安全门（两扇折叠门、三扇折叠门等）・洋式门窗隔
扇・和式门窗隔扇・内装建材

http://kanayama-m.com/
http://www.imono.com/
http://www.ipec-com.jp/
http://southern-web.com/
http://kawashima-tategu.com/
http://kazehouki.co.jp/
http://www.hokkosangyo.com/
http://himipasta.com/
http://www.e-sougyou.com/
http://www.takaokameg.co.jp/
http://www.sawakawa.co.jp/
https://ribon1.jimdo.com/?utm_source=kd
https://ribon1.jimdo.com/?utm_source=kd
http://www.kurobeshigyou.co.jp/
http://www.oletto-door.co.jp/tandt/
http://www.oletto-door.co.jp/tandt/
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you・aqua life ユウ・アクアライフ You Aqualife 939-8094 富山県富山市大泉本町２－１７－８ http://www.you-aqua.com/ 其他（鱼缸相关服务）
观赏鱼缸（次世代鱼缸）／设计、安装施工、销售、长短期
出租、保养等全方位服务

R&sport开发株式会社
アールアンドスポーツディベロップメント
株式会社

R&Sports Development Ltd. 	930-0936 富山県富山市藤木860 http://www.rsport.co.jp/ 汽车相关
EV三轮车用零部件、赛车引擎用控制系统、CNG引擎用控制系
统、生物乙醇汽车引擎控制系统

有限会社K'S metal 有限会社ケーズメタル K'S METAL 939-1272 富山県高岡市下麻生天洞４５２４ http://ks-metal.co.jp/ 其他（机械设备用零部件）
以金属薄板为主的机床机械零部件、精密加工机械零部件、
注塑机零部件、环境能源设备零部件、店铺用具、农业用机
械零部件、信息通信设备零部件

吉泽工业株式会社 吉沢工业株式会社 Yoshizawa, Co., Ltd. 938-0802 富山県黒部市若栗２１６３
http://www.yoshizawakogyo.co

m/
塑料

用于包装的聚乙烯薄膜，聚乙烯袋，空气缓冲材料薄膜，甘
蔗衍生的聚乙烯产品

株式会社岛田商店 株式会社島田商店 SHIMADA SHOUTEN 930-0816 富山県富山市上赤江町２丁目２－５０
https://www.simada-

recycle.com/
机械设备 废纸批发业、废纸回收、机密文件处理、删除数据

株式会社小菊制作所 株式会社小菊製作所 KOGIKU CO. LTD 934-0052 富山県射水市松木４４
http://www.kogikuseisakusyo.co

.jp/
业务用铝材各类餐具 IH砂锅商品

IOT炭制品株式会社 アイオーティカーボン株式会社 IOT CARBON Inc. 931-8406 富山県富山市松浦町９番３０号 http://iotc.co.jp/
批发零售业、其他（废弃物处
理业）

主推用于猫厕所的木质颗粒“炭草花猫砂”，并围绕“因炭
使生活更愉悦”的生态产品“炭草花”，开展鞋类护理、橱
柜护理、房间护理等一系列产品。生活中种种异味以及导致
发霉的湿气等问题均可以使用自然素材木炭来解决。

株式会社冈本 株式会社岡本 Okamoto Co., Ltd. 500-8743 岐阜県岐阜市畷町5番地 http://www.nbk-okamoto.co.jp 機械要素部品
供水和下水道分配管/气体成型管·地面井眼·景观产品·一
般工业铸造件·模具构件

河合石灰工业株式会社 河合石灰工業株式会社
KAWAI LIME INDUSTRY

CO., LTD..
503-2213 岐阜県大垣市赤坂町2093番地 http://www.kawai-lime.co.jp

化学、其他（石灰相关制品、
平板音响）

生石灰、熟石灰、石灰石、静力破碎剂、土质改良产品、阻
燃性机能材料、平板音响

岐阜产研工业株式会社 岐阜産研工業株式会社 Gifu Sanken Kogyo Co., Ltd. 503-2216 岐阜県大垣市昼飯町696
http://www.gifusanken.com/cata

j0701/
机械零部件 各类产业用方向轮

KODAMA树脂工业株式会社 コダマ樹脂工業株式会社 KODAMA PLASTICS CO., LTD. 503-2393 岐阜県安八郡神戸町末守377-1 http://www.d-kjk.co.jp/ 塑料、化学

·合成树脂吹塑制品和注塑产品的综合生产商，特别是在大
型吹塑成型产品占全国75％的份额。
·全公司获得了ISO9001，ISO14001，OHSAS 18001认证，池
田工厂获得FSSC 22000认证。
·世界唯一一家实现在100级洁净室标准下加工成型

株式会社TAKAI CORPORATION 株式会社タカイコーポレーション
TAKAI CORPORATION CO.,

LTD..
501-3712　 岐阜県美濃市棚洞3189-1 http://takaicorp.co.jp/ 机械设备、机械零部件

球形滚子、柱塞、导轨、搬送用零部件、金属模具标准零部
件、特殊螺丝

Hotta株式会社 ホッタ株式会社 Hotta Co.,Ltd. 501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松177 http://www.ecomate.biz/ 其他（工厂设备・备品）

本公司主要开展三个部门的业务。
・生产工业用刺绣缝纫机零部件（缝纫机部门）
・各类运货推车用制动器的开发与生产（运货推车部门）
・资源回收容器等的环境关联产品的生产（环境部门）

SHIROUMA SCIENCE株式会社 シロウマサイエンス株式会社
SHIROUMA SCIENCE CO.,

LTD.
939-0643

富山県下新川郡入善町青木５７７７番
地

http://www.shirouma.co.jp/index

.html
塑料

食品容器、医疗医药品容器、化妆品容器、建材、事务机器
等（塑料制品）

丸善酱油株式会社 丸善醤油株式会社 Maruzensyouyu Co., Ltd. 939-0626 富山県下新川郡入善町入膳7068-4 maruzen@cosmo21.net 食品加工
米麯、味噌、酱油、食醋、米麯加工品、味噌加工品、酱油
加工品

http://www.you-aqua.com/
http://www.rsport.co.jp/
http://ks-metal.co.jp/
http://www.yoshizawakogyo.com/
http://www.yoshizawakogyo.com/
https://www.simada-recycle.com/
https://www.simada-recycle.com/
http://www.kogikuseisakusyo.co.jp/
http://www.kogikuseisakusyo.co.jp/
http://iotc.co.jp/
http://www.nbk-okamoto.co.jp/
http://www.kawai-lime.co.jp/
http://www.gifusanken.com/cataj0701/
http://www.gifusanken.com/cataj0701/
http://www.d-kjk.co.jp/
http://takaicorp.co.jp/
http://www.ecomate.biz/
http://www.shirouma.co.jp/index.html
http://www.shirouma.co.jp/index.html
mailto:maruzen@cosmo21.net
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株式会社山口技研 株式会社山口技研
YAMAGUCHI GIKEN CO.,

LTD..
939-0647 富山県下新川郡入善町道古１８３

http://www.yamaguchi-

giken.com
机械设备、机械零部件、金属
模具（及其制品）

汽车、电力·电子数码家电、机器人、食品、医疗用精密零
部件的制作及精密机械的组装

Ｅｎｕｔｕｒｕ エヌツール 无 939-0625 富山県下新川郡入善町神林288 无 机械设备、机械零部件、金属
模型（及其制品）、汽车相关

抛光、制作、设计各类切割工具

AISIN METALTEC株式会社 アイシン・メタルテック株式会社
AISIN METALTECH CO.,

LTD..
939-0645 富山県下新川郡入善町福島615 http://www.aisin-metaltech.jp/

金属模具（及其制品）、汽车
相关

手动变速机零部件（组合齿轮·整体齿轮）、自动变速器零
部件（定子轮Assy·副轴驱动）、盘式制动器零部件

（piston disk）、差动齿轮装置零部件（差动齿轮・

differential subassembly Assy）

株式会社YAHATA SEIKOH 株式会社ヤハタセイコー YAHATA SEIKOH 939-0615 富山県下新川郡入善町八幡548-1 http://www.yahata-seikoh.jp/ 夹具板金、多支管、制罐支架、其他

株式会社岩黒制作所 株式会社岩黒製作所 IWAKURO Mfg. CO., LTD. 939-0418 富山県射水市布目沢４８０番地２ http://www.iwakuro.co.jp/ 机械设备
PTP自动包装机、四边封口自动包装机、SP自动包装机、药用
计数充填机、条状自动包装机、制药机器

KITAMURA机械株式会社 キタムラ機械株式会社
KITAMURA MACHINERY

CO., LTD.
939-1192 富山県高岡市戸出町1870番地

http://www.kitamura-

machinery.co.jp
机械设备

多工序自动数控机床（立轴、横轴、门型）同时5轴控制自由
曲面加工机、复合加工机、7轴控制孔轴加工机（同时6
轴）、超高速·高精度加工机、坐标镗床、回动3d打印机

株式会社ＫＥＣ 株式会社ＫＥＣ KEC Corporation 939-2243　　富山県富山市中大久保173-10 http://www.kecjapan.co.jp/
机械设备、机械零部件、机器
人相关

FA系统、各种专用自动机、焊锡机、计测控制机器、配电盘
等

株式会社匠技研 株式会社匠技研 无 939-2251 富山県富山市下大久保2820 无 无 机床机械、组装机的修理·组装与维护

田中精密工業株式会社 田中精密工業株式会社
TANAKA SEIMITSU KOGYO

CO., LTD..
930-0996

富山県富山市新庄本町二丁目７番10
号

http://www.tanasei.co.jp 汽车相关、铝材
摇臂、气门弹簧座、活塞销、升降机、同步器闭锁环、曲柄
销、起阀器、各类铝制品 等

津根MACHINE TOOL株式会社 津根マシンツール株式会社
TSUNE MACHINE TOOL

CO., LTD..
939-2613 富山県富山市婦中町高日附８５２ http://www.tsune.co.jp/

机械设备、其他（切削切断用
工具）

各种金属切割机（圆锯切割机·管锯切割机·弓锯切割机·
带锯切割机）、切割用工具、润滑装置等津根精机（株）、
（株）津根Wagner Carbide生产商品

株式会社HANAGATA 株式会社ハナガタ
HANAGATA

CORPORATION
939-8033 富山県富山市横内４１７ http://www.hanagata.co.jp 机械设备

L型包装机、静电封口包装机、热收缩机、套管包装机、软包
装机、手动包装机

日立Group 日立グループ Hitachi Group 930-0834 富山県富山市問屋町2丁目2番7号
http://www.hitachi-

hansya.jp/hokuriku-hitachi/
机械设备、其他（物联网解决
方案）

信息系统、电力·产业系统、城市课题解决方案、通过环境
·能源等的制品·服务从而提供课题解决方案

COSEL株式会社 コーセル株式会社 COSEL CO., LTD. 930-0816 富山県富山市上赤江1-6-43 https://www.cosel.co.jp/ 电力·电子 直流稳压电源、过滤噪音器

Takano Giken株式会社 タカノギケン株式会社 Takano Giken Co.,Ltd 939-2375 富山県富山市八尾町石戸623 http://www.takanogiken.co.jp
金属模型（及其制品）、汽车
相关、电力·电子

生产OEM电子零部件、电子零部件用端子、电子零部件用树脂
成型品、精密冲压金属模具、树脂成型金属模具、自动组装
机

http://www.yamaguchi-giken.com/
http://www.yamaguchi-giken.com/
http://www.aisin-metaltech.jp/
http://www.yahata-seikoh.jp/
http://www.iwakuro.co.jp/
http://www.kitamura-machinery.co.jp/
http://www.kitamura-machinery.co.jp/
http://www.kecjapan.co.jp/
http://www.tanasei.co.jp/
http://www.tsune.co.jp/
http://www.hanagata.co.jp/
http://www.hitachi-hansya.jp/hokuriku-hitachi/
http://www.hitachi-hansya.jp/hokuriku-hitachi/
https://www.cosel.co.jp/
http://www.takanogiken.co.jp/
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立山科学Group 立山科学グループ
TATEYAMA KAGAKU

GROUP
930-1305 富山県富山市下番30 http://www.tateyama.or.jp/ 电力·电子

制造并销售电子零件、电子机器、FA级起、精密机械零件電
子部品、开发设计FA系统用软件、控制技术、微型电脑软
件，以及销售建筑附带设备。

株式会社日本电阻器制作所 株式会社日本抵抗器製作所
JAPAN RESISTOR MFG.

CO., LTD.
939-1897　 富山県南砺市北野2315番地 http://www.jrm.co.jp/ 汽车相关、电力·电子

电子机器、传感器复合制品、混合IC、表面实装制品、传感
器、分压器、发热器、各类电阻器

FINECS株式会社 ファインネクス株式会社 FINECS CO., LTD. 930-0281 富山県中新川郡舟橋村舟橋415 http://www.finecs.co.jp/
机械设备、机械零部件、金属
模具（及其制品）、汽车相
关、电力·电子

终端端子销钉、半导体IC用Cu微型销钉、电路板IC散热零部
件、车载二次电池用正极负极端子、无半田结合技术半压
合、检查探针、各类压制部分及相关零部件的画像检查装置

北陆电气工业株式会社 北陸電気工業株式会社
HOKURIKU  ELECTRIC

INDUSTRY  CO., LTD..
939-2292 富山市下大久保３１５８ https://www.hdk.co.jp/top.htm 电力·电子

固定·可变·晶片等各类电阻器、压力·加速度·湿度等各
类传感器、模块化产品、浆孔电路板等各种电子零部件

北陆电机制造株式会社 北陸電機製造株式会社 Hokuriku Electric Co., Ltd. 936-8558 富山県滑川市法花寺２３３番地 http://www.hokurikudenki.co.jp/ 电力·电子
柱上变压器、，top runner2014变压器、配电用大型变压
器、各种保护控制装置、仪表用变流器·变压器、IH换流器
机器等

北陆电力株式会社 北陸電力株式会社
Hokuriku Electric Power

Company
930-0858

富山県富山市牛島町13-15（百川ビル
3F）

http://www.rikuden.co.jp 电力·电子 电力事业、供热事业、供气事业、电力通信事业等

株式会社石金精机 株式会社石金精機 ISHIGANE SEIKI CO., LTD. 939-8032
富山県富山市流杉255
(富山市第二機械工業センター内)

http://www.ishigane-fas.co.jp
机械设备、机械零部件、汽车
相关、铝材

机床机械、半导体装置、省力机械等的精密机械零部件的设
计与生产、汽车零部件等的试件、医疗相关·航空航天相关
零部件

株式会社内山精工 株式会社内山精工
UCHIYAMA SEIKO CO.,

LTD..
930-0412 富山県中新川郡上市町広野3132 http://www.uchis.co.jp/pc/ 机械零部件 轴承车床、汽车零部件、其他机械零部件的车削加工

株式会社北日本制工 株式会社北日本製工
KITANIHON SEIKOU

Co.,LTD,
930-1301 富山県富山市馬瀬口91-4 http://metalmania.jp/ 机械零部件 板金加工品、精密激光加工

株式会社CASTEM 株式会社キャステム CASTEM CO., LTD. 939-2745 富山県富山市婦中町広田4520 http://castem.jp/
机械零部件、金属模具（及其
制品）、汽车相关、航空航天
相关、IT、塑料、铝材、纤维

・通过YAG激光的金属模具堆焊

・铜合金与钢材的混合金属模具（高频成型）

・成型机螺钉再生·细微接合（薄件、细件、异形件）

・异材料接合（不同金属焊接：Ａｌ＋Ｆｅ＋Ｔｉ等)

有限会社向阳缶机 有限会社向陽缶機 kouyoukanki.ltd 930-0365 富山県中新川郡上市町神田2-3 http://koyo-kanki.com 机械零部件
控制面板·配电盘所用柜的制作以及各类电气零部件用外
盒、零件的制作

TAKATA精密工业株式会社 タカタ精密工業株式会社
TAKATA SEIMITSU

KOUGYOU CO., LTD
930-3261 富山県中新川郡立山町野町326 http://www.takataseimitsu.com/ 机械零部件 精密机械零部件、刀刃、刻印、各类工模具

株式会社HIRA-tec 株式会社ヒラ・テック HIRA-tec inc. 930-0101 富山県富山市中沖534 http://hiratec.jp/ 机械零部件
以不锈钢·铁·铝材为原材料的罐类及金属板制品。擅长制
作机械框架及给料漏桶。

株式会社MIZUNO MACHINERY 株式会社ミズノマシナリー
MIZUNO MACHINERY

CO.,LTD
939-2721 富山県富山市婦中町板倉513-4 www.mizuno-machinery.co.jp

机械零部件、航空航天相关、
铝材、其他

金属切削精密机械加工品(铝材高精度零部件・适用于油压机

器的铁制精密零部件)

http://www.tateyama.or.jp/
http://www.jrm.co.jp/
http://www.finecs.co.jp/
https://www.hdk.co.jp/top.htm
http://www.hokurikudenki.co.jp/
http://www.rikuden.co.jp/
http://www.uchis.co.jp/pc/
http://metalmania.jp/
http://castem.jp/
http://koyo-kanki.com/
http://www.takataseimitsu.com/
http://hiratec.jp/
http://www.mizuno-machinery.co.jp/


page 11 / 20
富山县工业技术制造产品综合展览会2017

日本参展企业 2017.09.25现在

会社名中文 日文 英文 邮编 地址 ＵＲＬ 行业种类 主要产品

株式会社村山制作所 株式会社村山製作所
MURAYAMA Seisakusho

Co., Ltd.
939-2311 富山県富山市八尾町西神通466 http://www.mura-ss.co.jp 机械零部件、航空航天相关

航空航天相关工模具・半导体装置零部件・产业机械零部件

·研究开发等试件

株式会社UNIZONE 株式会社ユニゾーン UNIZONE CO.,LTD 930-0845 富山県富山市綾田町一丁目9番38号 http://www.unizone.co.jp/ 其他（表面処理）
电镀、无电解镀、化成处理、阳极酸化处理（磨具研磨、电
解研磨）、金属压力加工

株式会社若野铸造所 株式会社若野鋳造所
WAKANO FOUNDRY CO.,

LTD..
933-0957 富山県高岡市早川558 http://www.wakano-fdy.co.jp/ 机械零部件 车床机械零部件、产业机械零部件、建筑机械零部件

I.T.O.株式会社 アイティオ株式会社 I.T.O.Co.,Ltd 937-0842 富山県魚津市吉野675番地 http://www.ito-ito.jp
机械零部件、金属模具（及其
制品）、汽车相关、航空航天
相关、电力·电子

・精密模具（冲压型）的设计与制作
・专用机的生产与组装
・精密位置重要组合件、工夹具、测定器、各类零部件的制作

鱼岸精机工业株式会社 魚岸精機工業株式会社
UOGISHI SEIKI

INTERACTIVE CO., LTD..
939-0281 富山県射水市北高木118-1 http://www.uogishi.co.jp/ 金属模具（及其制品） 大型压铸金属模具、铝箔铸锻造型

三晶技研工业株式会社 三晶技研工業株式会社 SANSHO GIKEN CO., LTD. 936-8501 富山県滑川市上小泉1586 https://www.sanshogiken.co.jp
金属模具（及其制品）、汽车
相关、电力·电子、塑料

制造精密金属模具、压铸制品、塑料制品、自动化设备的设
计制作

株式会社SHIGUMA 株式会社シグマ SHIGUMA CO., LTD 933-0835 富山県高岡市辻228 http://www.shiguma-die.co.jp 金属模具（及其制品）
一般冲压模具（设计制作、修理、改造、零件加工、冲压加
工）

富山县金属模具协同组合 富山県金型協同組合
Toyamaken Die & Mold

Cooperation
939-1315 富山県砺波市太田1889-7 http://www.kanagata.or.jp 金属模具（及其制品）

1．金属模具相关零部件的机械加工
2．销售钢材、金属模具零部件
3．塑料注塑

日岛精型株式会社 日嶋精型株式会社 HIZIMA SEIKEI CO.,LTD. 939-1701 富山県南砺市遊部360 http://hizima.co.jp/ 金属模具（及其制品） 医用各式瓶盖、橡胶塞、中盖、容器 金属模型的设计与制造

株式会社FUJITA 株式会社フジタ  FUJITA Co., Ltd. 939-0131 富山県高岡市福岡町荒屋敷５２２ http://www.fujita-k.co.jp/ 铝材

铝制铸造模型的设计与生产
冲压模型（单发·顺送）的设计与生产作
吹塑模型制作  铝合金轮辋切削加工
试件制作 可小批量加工

株式会社松村精型 株式会社松村精型
MATSUMURA MOLD &

PATTERN CO., LTD
933-0951 富山県高岡市長慶寺805番地 http://www.matsump.com/

金属模型（及其制品）、汽车
相关

汽缸盖（4轮、2轮）等用于发动机的LPDC、GDC金属模型以及
阀体、传动箱等变速用压铸模型及用于汽车的变速零部件用
于电磁阀的套管

株式会社三幸 株式会社三幸 MIYUKI CO.,LTD. 933-0319 富山県高岡市荒屋敷２８５番地 http://www.miyuki-mold.co.jp/ 金属模具（及其制品）、塑料
用于医药品・食品容器等塑料成型用多腔金属模具以及汽车

零部件等高精度金属模具

株式会社RIBAN ISHIKAWA 株式会社リバン・イシカワ RIBAN ISHIKAWA CO., LTD. 939-1846 富山県南砺市国広62 http://www.riban.co.jp/
机械零部件、金属模具（及其
制品）

注塑金属模具、压铸金属模具、压力金属模具、铸造金属模
具等各类精密金属模具零部件、精密机械零部件、工模具等

富山Blockchain研究会
（株式会社インテック）

富山ブロックチェーン研究会
（株式会社インテック）

The Blockchain Community

in Toyama
933-0874 富山県高岡市京田626-1 无 IT 假想通货检证实验

NEC Solution Innovators株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 NEC Solution Innovators, Ltd. 930-0856
富山県富山市牛島新町５－５　タワー
１１１　９Ｆ

http://www.nec-

solutioninnovators.co.jp/
IT

工业技术制造物联网·安全卫生管理·实绩整理收集与活用
·安保等各类解决方案的提出、提供基干企业资源计划
EXPLANNER系列、面部认证入退场管理系统等各类产品、IT基
础及假想化技术

http://www.mura-ss.co.jp/
http://www.unizone.co.jp/
http://www.wakano-fdy.co.jp/
http://www.ito-ito.jp/
http://www.uogishi.co.jp/
https://www.sanshogiken.co.jp/
http://www.shiguma-die.co.jp/
http://www.kanagata.or.jp/
http://hizima.co.jp/
http://www.fujita-k.co.jp/
http://www.matsump.com/
http://www.miyuki-mold.co.jp/
http://www.riban.co.jp/
http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/
http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/
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日本SEC株式会社 日本セック株式会社 Nippon SEC Co., Ltd. 939-0351 富山県射水市戸破8-10 http://www.npsec.com/ 电力·电子、ＩＴ

守护重要的人【生命体征感知传感器】·实现生产线及设备

运转状况无线“可视化”的【FApolice系列】【PRM系列】・

电波钟表式【自动时刻修正系统】・等待人数一目了然的

【自动接待窗口系统】

富士通株式会社 富士通株式会社 FUJITSU LIMITED 930-0005 富山県富山市新桜町2-21 http://www.fujitsu.com/jp/ IT
技术解决方案
泛在解决方案
计算机设备解决方案

株式会社齐藤制作所 株式会社斉藤製作所
SAITO Manufacturing Co.,

Ltd.
939-2251 富山県富山市下大久保61 http://saito-inc.com/ 塑料

塑料制品（医药品容器、液体容器、化妆品容器、精密工业
零部件、
量杯、苯乙烯容器）、玻璃瓶

户出化成株式会社 戸出化成株式会社 TOIDEKASEI CO., LTD. 939-1114 富山県高岡市戸出西部金屋414番地 http://h-tkc.co.jp 塑料

塑料材料　FPC（Flyash Plastic
Composite）,APC(Almisludge Plastic Composite）,
WPC(Wood Plastic Composite）,TWPC(Torrefaction-wood
Plastic Composite）的销售

阪神化成工业株式会社 阪神化成工業株式会社
HANSHIN KASEI KOUGYOU

CO,. LTD.
939-8183 富山県富山市小中163番地 http://hansin.co.jp 塑料、其他（医疗品容器）

滴眼药容器、瓶盖、浣肠容器、输液容器·袋、消毒液容
器、喷雾容器、涂敷药容器

株式会社北热 株式会社北熱 HOKUNETSU CO., LTD.. 930-0106 富山県富山市高木西１１５ http://www.hokunetsu.com./ 其他（表面处理）
金属制品（金属模具零部件以及机械零部件）的热处理及表
面处理
表面处理：ＰＶＤ镀膜以及等离子氮化处理

株式会社engineer plastic 株式会社北陸エンジニアプラスチック
Hokuriku engineer plastic

Co.,LTD
933-0253 富山県射水市七美中野212 https://bso10071.bsj.jp/ 塑料

塑料素材（圆棒·板材）、塑料精密加工品
3D打印机用纯国产纤维

丸和chemical 丸和ケミカル株式会社 maruwa chemical co.ltd 933-0014 富山県高岡市野村1636-1 http://www.e-maruwa.biz 纤维
硅制手套、各类防滑手套、各类劳动用具、无土沙袋、除臭
产品

株式会社Richell 株式会社リッチェル Richell Corporation 無記入 富山県中新川郡上市町正印515 http://www.richell.co.jp/ 金属模具（及其制品）
床上用品、婴儿用品、家庭用品、园艺用品、日常生活用品
及其他

第一药品工业株式会社 第一薬品工業株式会社
Daiichi Yakuhin Kogyo Co.,

Ltd.
931-8515 富山県富山市草島15-1 http://www.d1yk.co.jp/ 医药品

解热镇痛药、镇咳祛痰药、感冒药、鼻炎用药、过敏用药、
胃肠药、五疳强心药、滋养强壮保健药、汉方制剂、眼科用
药、皮肤用药、健康食品、饮品等

Teika制药株式会社 テイカ製薬株式会社
Teika Pharmaceutical Co.,

Ltd.
930-0982 富山県富山市荒川一丁目3番27号 http://www.teika.co.jp/

医药品、其他（药妆、饮品、
食品）

医疗用眼药水、膏药、一般用医药品、指定药妆等。テイカ
目薬Ｅ４０（眼药水）、テイカパップ＜ＩＭ＞（外敷
药）、カゼアウト（感冒药）、フボシ下痢止め錠（止泻
药）、松井六神丸、松井熊参丸、ユーザン（滋养强壮
药）、リキポリン３０００（能量补充饮品） 等

东亚药品株式会社 東亜薬品株式会社
TOA Pharmaceuticals Co.,

Ltd.
939-3548 富山県富山市三郷２６番地 http://www.toayakuhin.co.jp/ 医药品

生产与销售医疗用医药品、一般用医药品、家庭常用药品、
健康食品等

http://www.npsec.com/
http://www.fujitsu.com/jp/
http://saito-inc.com/
http://h-tkc.co.jp/
http://www.hokunetsu.com./
https://bso10071.bsj.jp/
http://www.e-maruwa.biz/
http://www.richell.co.jp/
http://www.d1yk.co.jp/
http://www.teika.co.jp/
http://www.toayakuhin.co.jp/
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日東Medic株式会社 日東メディック株式会社 Nitto Medic Co., Ltd. 939-2366
富山県富山市八尾町保内一丁目14番
地の1

http://www.nittomedic.co.jp/ 医药品

ピュラクルなみだ液EYE（滴眼液）、オプティバリア（营养
补充药）、オプティバリアレチナサポート（用眼营养补充
药）、アイシャワー（洗眼液）、其他医疗用医药品、一般
用医药品、药妆等

株式会社富士药品 株式会社富士薬品 FUJIYAKUHIN CO., LTD.. 939-2721 富山県富山市婦中町板倉682 http://www.fujiyakuhin.co.jp/ 医药品

新富士胃腸薬プラス（胃肠药）、ジキナ顆粒ゴールド（感
冒药）、
カイテキＺプラスＡ（止痛药）、カーク3000ロイヤル（能
量补充饮品）其他

朝日印刷株式会社 朝日印刷株式会社 ASAHI PRINTING CO., LTD. 939-2726 富山県富山市婦中町蔵島37-3 http://www.asahi-pp.co.jp 其他（　印刷包材　） 包装、说明书、标签

株式会社S.D. Collabo 株式会社エス・ディ・コラボ S.D. Collabo co.,ltd 101-0032
東京都千代田区岩本町3丁目11番6号
PMO秋葉原6F

http://www.sdcollabo.co.jp/ 其他（物流服务）
订购·生产物流、制造业物流、临床试验用药物流、罕见病
药品、再生医疗等制品的流通 等

盐谷硝子株式会社 塩谷硝子株式会社 SHIOTANI GLASS CO., LTD. 939-1315 富山県砺波市太田1889-4 http://www.shiotani-glass.com/ 医药品
制造销售药水瓶・安瓿・筒夹·注射器等一系列医用玻璃容

器

株式会社DAIKIN APPLIED SYSTEMS 株式会社ダイキンアプライドシステムズ
DAIKIN APPLIED SYSTEMS

CO., LTD.
939-8261 富山県富山市萩原421番１号 http://www.daps.co.jp/ 无

提供包含医药制造设施的设计·施工·检测及售后维修的全
方位工程技术服务

株式会社POWREX 株式会社パウレック POWREX　CORPORATION 930-8583 富山県富山市総曲輪1-5-24 www.powrex.co.jp
机械设备、汽车相关、电力·
电子、医药品、化学

医药品、食品、电池电子零部件以及开发、设计、制造以及
销售面向化学界的粉粒体处理装置

㈱三辉 ㈱三輝 SANKI Co., Ltd. 933-0328 富山県高岡市内岛3530 http://alumi.or.jp/archives/338 铝材
・铝制住宅建材　・铝制高楼用建材　・铝制室外制品
・铝制百叶窗（静音、吸音、太阳能）·铝制货板·铝制水洗
用托盘

株式会社三和制造所 株式会社三和製作所 无 933-0319 富山県高岡市荒屋敷１４７番地 铝材 金属制品制造业

㈱高冈CAGE工业 ㈱高岡ケージ工業
TAKAOKA CAGE

INDUSTRY Co.Ltd.
933-0328 富山県高岡市内島47 http://www.t-cage.co.jp/

机械设备、机械零部件、铝
材、医药品、化学

金属线材加工、焊接金属丝网、室外产品，商业设施用陈列
架、医疗·实验用金属清洗篮（网）、食品用烧烤网、工厂
内防护栏

㈱takesita ㈱タケシタ 无 933-0331 富山県高岡市中保483 http://alumi.or.jp/archives/366 铝材 建筑用金属制品制造业

㈱NAGAE ㈱ナガエ NAGAE Ltd. 933-0319 富山県高岡市荒屋敷278 http://www.nagae.co.jp

铝材、传统工艺、文化创意产
业相关、其他（建筑五金、杂
货）

压铸产品（亚铅合金、铝合金、铜合金）、其他各类铸件
建筑五金、工业零部件、汽车零部件、杂货、美术工艺品、
佛像·佛具的公司设计、技能设计、试件、量产（可提供复
合品装配）

㈱KASHII ㈱カシイ KASHII CO., LTD. 939-3548 富山県富山市三郷18番地 http://www.kashii.co.jp/ 铝材 告示板、标志、灯箱式广告牌、屋外商品

㈱YAMASHITA ㈱ヤマシタ YAMASHITA CO., LTD. 939-8225 富山県富山市上八日町22-1 http://www.y-ft.co.jp 其他（公共景观） 制造及销售金属门窗隔扇·金属炊具 制造及销售景观备品

三芝硝材㈱ 三芝硝材㈱ SANSHIBA SHOZAI CO., LTD. 933-0974 富山県高岡市岩坪23-2 http://www.sanshiba-g.co.jp/ 玻璃
建筑、实业用
层压玻璃，强化玻璃（风冷/化学），双层玻璃，弯曲玻璃，
高度设计的功能性玻璃，车辆玻璃（不包括汽车）

AISIN軽金属株式会社 アイシン軽金属株式会社
AISIN KEIKINZOKU CO.,

LTD.
934-8588 富山県射水市奈呉の江12番地の３ www.aisin-ak.co.jp 汽车相关

北星橡胶株式会社 北星ゴム株式会社
Hokusay Rubber Industry

Co.,Ltd
938-0054 富山県黒部市岡362-14

http://www.hokusay-

rubber.co.jp/
无

汽车用橡胶制品（车门密封条、软管类等）、建筑用橡胶制
品（垫圈等）

http://www.nittomedic.co.jp/
http://www.fujiyakuhin.co.jp/
http://www.asahi-pp.co.jp/
http://www.sdcollabo.co.jp/
http://www.shiotani-glass.com/
http://www.daps.co.jp/
http://www.powrex.co.jp/
http://alumi.or.jp/archives/338
http://www.t-cage.co.jp/
http://alumi.or.jp/archives/366
http://www.nagae.co.jp/
http://www.kashii.co.jp/
http://www.y-ft.co.jp/
http://www.sanshiba-g.co.jp/
http://www.aisin-ak.co.jp/
http://www.hokusay-rubber.co.jp/
http://www.hokusay-rubber.co.jp/
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株式会社TAN-EI-SYA 株式会社TAN-EI-SYA TAN-EI-SYA CO.,LTD 934-8558 富山県射水市片口高場１番地1 http://www.taneisya.co.jp/ 汽车相关、铝材
四轮用：锻镁轮毂/锻铝轮毂、铸铝轮毂
二轮用：锻镁轮毂/锻铝轮毂

三菱FUSO巴士制造株式会社 三菱ふそうバス製造株式会社
Mitsubishi FUSO Bus

Manufacturing Co.,Ltd
939-2757 富山県富山市婦中町道場１番地 http://www.mfbm-bus.com/ 其他（运输用机械器具制造） 制作生产大中小巴士

株式会社ＬＩＸＩＬ
（株式会社新日轻北陆）

株式会社ＬＩＸＩＬ
（株式会社新日軽北陸） 无 932-0122 富山県小矢部市浅地130 无 汽车相关

生产高楼用铝窗框、住宅用铝窗框、产业铝材（汽车相关商
品）

天野漆器株式会社 天野漆器株式会社 AMANOSHIKKI CO., LTD. 933-0958 富山県高岡市波岡245 http://www.amanoshikki.com 传统工艺 漆器、螺钿玻璃制品（本公司原创）

有限会社EZ engineering 有限会社イージー・エンジニアリング EZ engineering cooperation 939-0733 富山県下新川郡朝日町月山64 http://www.ez-eng.jp 机械设备、机器人相关
自动机·省力化机械的开发、设计、制作  基于3d打印的试
做、开发、设计

井波雕刻协同组合 井波彫刻協同組合
Inami Wood Carving

Cooperative
932-0226 富山県南砺市北川733 http://inamichoukoku.com 无

神社寺庙雕刻、摊位雕刻、文化遗产修复工程、楣窗、陈设
品、镶板、屏风、狮子头等，各类木质雕刻品

越中福冈的菅笠制作技术保存会 越中福岡の菅笠製作技術保存会  ― 939-0192
高岡市福岡町大滝12
（高岡市福岡総合行政センター
　地域振興課内）

无 伝統工芸
蓑笠原材料——苔草的栽培
蓑笠的制作技术的保存及普及

有限会社小野泽家具店 有限会社小野沢家具店 Onozawa furniture shop.lnc. 939-8132 富山県富山市月岡町4-98 http://onozawakagu.co.jp/ 其他（木制品）
全桐木橱柜、各类桌子、椅子、床、书柜等各种家具、内装
用桐木床材、桐木壁材、桐木砧板、其他各类桐木制品、玩
具、摊位、求救哨

庄川木工协同组合 庄川木工協同組合
記載なし (Shogawa Woodcraft
Cooperative Association)

932-0395 富山県砺波市庄川町示野116 无 传统工艺 传统工艺品（庄川挽物）

富山县商工劳动部商业城市建设课 富山県商工労働部商業まちづくり課

Urban Commercial

Development Division,

Toyama Prefectural

Government

930-8501 富山県富山市新総曲輪1番7号 http://www.pref.toyama.jp/ 无 无

富山县综合design center 富山県総合デザインセンター TOYAMA DESIGN CENTER 930-0017 富山県高岡市オフィスパーク5番地 http://www.toyamadesign.jp/
塑料、铝材、纤维、政府·各
种团体·学校

富山products选定商品，越中富山“幸”小食礼包、越中富
山“技”小食礼包等

葡萄唐草文样屋/株式会社富山plate
葡萄唐草文様屋/株式会社富山プレー
ト

Grape arabesque shop 930-0363 富山県中新川郡上市町和合31-1 http://g-arabesque.shop
纤维、传统工艺、文化创意产
业相关

城端市松井机业所制挂绢围巾、阳伞、包类等

株式会社富山Form印刷 株式会社富山フォーム印刷
Toyama Form Printing

Co.,Ltd.
939-8214 富山県富山市黒崎173番1 http://www.toyamaform.co.jp 文化创意产业相关

各类印刷制品、DM、连续帐票、一般帐票、OCR・OMR、信

封、宣传单、自动封口、加工处理、数据输入输出业务、数
据读取分析业务

株式会社Knowledge Design 株式会社ナレッジデザイン Knowledge Design co., 939-3515 富山県富山市水橋辻ヶ堂1275-114 https://n-des.jimdo.com 无
 轮椅移乘辅助机器、防褥疮体压分散坐垫、应对失禁坐垫
套、围嘴饭兜，防臭毛毯

南部建具店 南部建具店 无 932-0305 砺波市庄川町金屋2283-1 无 传统工艺
木制门窗扇（包含神社佛龛）
工匠手工制作的全套家具

株式会社Nakatani印刷 株式会社なかたに印刷 Nakatani Printing　Inc. 939-2741 富山県富山市婦中町中名1554-23 http://www.nakatani-p.co.jp/ ＩＴ、文化创意产业相关
一般商业印刷物
３D打印产品

水间精机株式会社 水間精機株式会社 无 939-2744 富山県富山市婦中町地角17 http://www.mizuma-s.jp/ 其他（家具）
精密電子树脂金属模型部零部件制作、铝制窗框金属模型零
部件制作作、自动机械零部件制作

http://www.taneisya.co.jp/
http://www.mfbm-bus.com/
http://www.amanoshikki.com/
http://www.ez-eng.jp/
http://inamichoukoku.com/
http://onozawakagu.co.jp/
http://www.pref.toyama.jp/
http://www.toyamadesign.jp/
http://g-arabesque.shop/
http://www.toyamaform.co.jp/
https://n-des.jimdo.com/
http://www.nakatani-p.co.jp/
http://www.mizuma-s.jp/
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株式会社元尾商店 株式会社元尾商店 MOTOO CO.,LTD. 930-0916 富山県富山市向新庄町6-4-11 http://www.motoo.co.jp/
其他（木质杂货、车间）

室内建材、复合地板、木制玩具、木质杂货

传统工艺高冈铜器振兴协同组合 伝統工芸高岡銅器振興協同組合

TAKAOKA TRADITIONAL

BRONZE PROMOTION

COOPERATIVE

ASSOCIATION

933-0909
富山県高岡市開発本町 1番1号
高岡地域地場産業ｾﾝﾀｰ　3階

无 传统工艺
用富山县高冈地区地产的铜合金所制造的标牌、铜像、佛
像、梵钟、灯笼、陈设品、花瓶以及水盘、花器、风铃、香
炉、烛台等

氏家漆器株式会社 氏家漆器株式会社
UJIIE SHIKKI

CORPORATION
933-0931 富山県高岡市二番町32 http://ujiie-shikki.com/ 传统工艺 漆器

株式会社今井机业场 株式会社今井機業場 IMAI TEXTILE CO., LTD. 939-1844 富山県南砺市野口888番地 http://www.imaikigyo.ecweb.jp/ 纤维 竖纹罗纹面料、横竖编罗纹面料

株式会社NS BRAIN 株式会社エヌエス・ブレーン NS BRAIN CO., LTD. 939-0413 富山県射水市串田1286番地 http://www.nsbrain.com/ 纤维
双罗纹编织（轻薄柔软·保温性能高·防皱）编织品
纳米加工（防水·防油·防污）编织品
微胶囊附着加工编织制品

fiknit株式会社 エフアイニット株式会社 无 939-1118 富山県高岡市戸出栄町52-5 http://www.fiknit.co.jp/ 纤维 编织品（婴儿、儿童、学校、女装、男装）

小矢部纤维工业株式会社/樱藤
BEAMING株式会社

小矢部繊維工業株式会社／桜藤ビーミ
ング株式会社

OYABE TEXTILE INDUSTRY

LTD / OHTOH BEAMING

LTD

932-0821 富山県小矢部市鷲島187-6 http://www.oyabeohtoh.co.jp 纤维 单经编，双层经编，双重罗素等编织面料

株式会社KAJIMEIKU 株式会社カジメイク KAJIMEIKU CO., LTD. 933-0054 富山県高岡市古定塚10-1 http://www.kajimeiku.com 其他（作业用品） 雨衣，工作服，箱包等

川田KNIT株式会社 川田ニット株式会社 KAWADA KNIT CO., LTD. 939-1867 富山県南砺市城端1370 http://kawada-knit.co.jp/ 纤维 生产销售经编罗纹面料

K.C.I WARP KNIT株式会社 ケーシーアイ・ワープニット株式会社 K.C.I WARP KNIT CO., LTD. 939-1822 富山県南砺市林道2435 http://kci.kawada-knit.co.jp/ 纤维 生产销售经编（罗纹、罗素）面料

株式会社Goldwin/株式会社
GoldwinTechnicalCenter

株式会社ゴールドウイン／株式会社
ゴールドウインテクニカルセンター

GOLDWIN INC. 932-0193 小矢部市清沢210 www.goldwin.co.jp 纤维
户外服饰，出海服装，篮球服，网球服，健身服，泳装，高
尔夫球服，滑雪服，自行车服，功能性内衣，防尘衣等

株式会社SUZUKNIT 株式会社スズニット SUZUKNIT CO., LTD. 939-1502 富山県南砺市野尻197-1 http://www.suzuknit.org 纤维 横编编织商品（帽子、男装、女装）

株式会社Zephyr 株式会社ゼフィール Zephyr co. 932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1 https://www.idog.jp/ 纤维
从宠物爱好者及宠物自身幸福感出发进行开发与设计、经营
多种功能性宠物服装及玩具。
[moscape][coolme][rinne][iToy] 等

IAAZAJ HOLDINGS株式会社 /第一编物 /
AIZETTO CO., LTD. / Art Joy Inc. / ST
Sewing

IAAZAJホールディングス株式会社/第一編
物/エイゼット/アートジョイ/エスティソーイ
ング

IAAZAJ HOLDINGS INC. /

DAIICHI AMIMONO CO., LTD. /

AIZETTO CO., LTD. / Art Joy

Inc. / ST Sewing

932-0398 富山県小矢部市小神61
http://www.ichiamiaz.co.jp/artjoy

.html
纤维

以拉绒、印花、功能加工商品为主体的纺织品和面料产品。
个人色彩相关教材的销售。

中越LACE工业株式会社 中越レース工業株式会社 CHUETSU LACE Co., Ltd. 939-1355 富山県砺波市杉木二丁目５０番地 http://www.chuetsu-lace.co.jp 纤维 刺绣蕾丝制品

Toray Textiles株式会社 井波工厂 東レ・テキスタイル株式会社　井波工場
Toray Textiles, Inc. Inami

Plant
932-0211 富山県南砺市井波７００番地 www.toray-textiles.co.jp 纤维 运动衣料、男装女装衣料、生活产业各类纤维材料

一般社团法人富山县纤维协会 一般社団法人富山県繊維協会
TEXTILE & FASHION TOYAMA

ASSOCIATION
932-0115 小矢部市清沢210 www.goldwin.co.jp 纤维

户外服饰，出海服装，篮球服，网球服，健身服，泳装，高
尔夫球服，滑雪服，自行车服，功能性内衣，防尘衣等

西川产业株式会社 西川産業株式会社
NISHIKAWA SANGYO CO.,

LTD.
939-1815 南砺市城端737 http://www.nishikawa-tex.co.jp 纤维 轻薄女装织物、室内窗帘织物、轻薄织物原材料

http://www.motoo.co.jp/
http://ujiie-shikki.com/
http://www.imaikigyo.ecweb.jp/
http://www.nsbrain.com/
http://www.fiknit.co.jp/
http://www.goldwin.co.jp/
https://www.idog.jp/
http://www.ichiamiaz.co.jp/artjoy.html
http://www.ichiamiaz.co.jp/artjoy.html
http://www.chuetsu-lace.co.jp/
http://www.goldwin.co.jp/


page 16 / 20
富山县工业技术制造产品综合展览会2017

日本参展企业 2017.09.25现在

会社名中文 日文 英文 邮编 地址 ＵＲＬ 行业种类 主要产品

日本CANVAS株式会社 日本キャンバス株式会社 NIPPON CANVAS CO., LTD 939-1438 富山県砺波市安川２８４番地 http://www.nippon-canvas.co.jp/ 纤维
烘干帆布（干燥面料）、食品加工用网带、污泥处理用带式
压滤机、纤维加工、不织布制造工程、工业用网带的制造销
售、室内装饰、医药品等计量用具、立体成型织物

有限会社HECHIMA产业 有限会社へちま産業
HECHIMASANGYOU Co.,

Ltd.
939-0273 富山県射水市中野633 http://www.hechimaya.co.jp 纤维、其他（化妆品） 丝瓜纤维制品、丝瓜浴室用品、丝瓜化妆水

株式会社松井机业 株式会社松井機業 939-1815 富山県南砺市城端3393 www.shikesilk.com 纤维

株式会社MIYAMORI 株式会社ミヤモリ MIYAMORI CO., LTD. 932-8588 富山県小矢部市埴生208 http://www.robot-wear.com/ 纤维 运动、便服、泳衣

 株式会社ranbuhl 株式会社ランブール RANBUHL CO., LTD. 932-0131 富山県小矢部市名畑53-5 http://www.ranbuhl.co.jp 纤维 女性用高性能内衣（美体内衣）

有限会社桂树舍 有限会社桂樹舎 KEIJUSHA 939-2341 富山県富山市八尾町鏡町668-4 http://keijusha.com/ 传统工艺
手抄和纸、染色纸、纸型印染台历、和纸加工品（名片夹、
书皮、笔记本、书箱、靠垫、购物袋、鲤鱼旗等）

株式会社TAPP 株式会社TAPP TAPP Inc. 939-0287 富山県射水市赤井218-4 http://wwwe.tappcraft.com
其他（钓具・室外用品、厨房

用品）
剖鱼专用刀、鱿鱼鱼饵·迷你鱿鱼鱼饵

株式会社光冈汽车 株式会社光岡自動車 Mitsuoka Motor co.ltd. 939-2732 富山県富山市婦中町横野100 http://www.mitsuoka-motor.com/ 汽车相关 汽车

（一社）富山县药业联合会 （一社）富山県薬業連合会
Toyama Pharmaceutical

Association
930-0018 富山県富山市千歳町１－４－１ http://www.toyama-kusuri.jp/ja/ 政府机关·各类团体·学校

10家联合参展商（第一药品工业㈱、Teika制药㈱、东亚药品
㈱、日东Medic㈱、㈱富士药品、朝日印刷㈱、㈱S.D.
Collabo、盐谷硝子㈱、㈱DAIKIN APPLIED SYSTEMS、㈱
POWREX）的主要产品

Almarq株式会社 アルマーク株式会社 Almarq Inc. 939-8208 富山県富山市布瀬町南2-5-1 https://www.almarq.co.jp/ 机械设备 产业用标签相关机械器具及其附属品的销售及服务

Oiles工业株式会社 オイレス工業株式会社 Oiles Corporation 541-0053
大阪府大阪市中央区本町4-6-7　本
町スクウェアビル9階

http://www.oiles.co.jp 机械设备、机械零部件 无油轴承、避震·减震装置

Olympus株式会社 オリンパス株式会社 Olympus Corporation 460-0003
愛知県名古屋市中区錦2-2-2名古屋
丸紅ビル

https://www.olympus.co.jp/ 无 制造与销售精密机械用具

Grundfos Pumps株式会社 グルンドフォスポンプ株式会社 Grundfos Pumps K.K. 940-1151 新潟県長岡市三和2丁目10-20 www.grundfos.jp 机械设备

立式多层旋涡泵＞CR/CRN型　沉浸式冷却剂泵＞
MTA/MTD/MTH/
SPK/MTR/MTS型　深井用水下泵＞SP型　数位定量泵＞
DDA/DDC/
DDE型　横型多级旋涡泵＞CM型　低温水循环泵＞UPS型　其
他

kaercher japan株式会社 北陆营业所
ケルヒャー ジャパン株式会社 北陸営業
所

无 920-0362 石川県金沢市古府2丁目145番地 www.kaercher.com/jp/ 其他（清洁机器）
高压清洁机、地面清洁机、产业用真空吸尘器、清扫车、干
冰清洁机

KONICA MINOLTA JAPAN株式会社 コニカミノルタジャパン株式会社
KONICA MINOLTA

JAPAN,INC
460-0008

愛知県名古屋市中区栄2-9-15 三井
住友海上名古屋しらかわビル10F

http://sensing.konicaminolta.jp 其他（产业用计测机器）
色彩色差计、分光测色计、荧光分光浓度计、照度计、颜色
照度计、辉度计、色彩辉度计、成像色彩辉度计

JP NEX株式会社 ジェイピーネクスト株式会社 JP NEXT CO., LTD. 454-0872 愛知県名古屋市中川区万町302番地 http://www.jpnext.co.jp
机械设备、机械零部件、机器
人相关

PIAB社、HELIOS社、Kest Technology社、BFM社、及本公司
开发的自动化相关产品

3M Japan株式会社 スリーエム ジャパン株式会社 3M Japan Limited 530-0005 大阪府大阪市北区中ノ島6-2-40 http://www.mmm.co.jp/hc/ 其他（安全卫生产品） 面具、护具等安全卫生产品

http://www.shikesilk.com/
http://www.ranbuhl.co.jp/
http://keijusha.com/
http://wwwe.tappcraft.com/
http://www.mitsuoka-motor.com/
http://www.toyama-kusuri.jp/ja/
https://www.almarq.co.jp/
http://www.oiles.co.jp/
https://www.olympus.co.jp/
http://www.grundfos.jp/
http://www.kaercher.com/jp/
http://sensing.konicaminolta.jp/
http://www.jpnext.co.jp/
http://www.mmm.co.jp/hc/
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daikin HVAC solution北陆株式会社
ダイキンHVACソリューション北陸株式
会社

无 939-8261 富山県富山市萩原421-1
http://www.daikin.co.jp/group/dk

hvac-hokuriku/
机械设备

本公司既销售在暖气・通风・空调领域满足顾客先端要求的相
关机器，亦可在设计·施工·维修·系统等方面提供全翻个
日的技术支持。

Bando化学株式会社 バンドー化学株式会社
Bando Chemical Industries,

Ltd.
532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番
1号新大阪プライムタワー9階

http://www.bandogrp.com/index.

html
机械零部件、汽车相关、机器
人相关、航空航天相关

汽车·产业传动用带状产品、其他传动产品、搬运传送带·
系统产品、清洁刮板、高性能滚轴、聚氨酯机能零部件、精
密研磨零部件、建筑资材用薄膜、医疗用薄膜、装饰用薄膜
等

株式会社IAI 株式会社アイエイアイ IAI CORPORATION. 920-0024
石川県金沢市西念3-1-32 西清ﾋﾞﾙA
棟 2F

www.iai-robot.co.jp 机械零部件、机器人相关
电动传动装置、电动气缸、单轴机器人、直交机器人、水平
多关节机器人等

株式会社ANLET 株式会社アンレット ANLET Co.,Ltd. 920-0027 石川県金沢市駅西新町3丁目19番6号 http://www.anlet.co.jp
机械设备、机械零部件、汽车
相关、塑料、铝材、纤维、医
药品、化学

干式真空泵・罗茨风机・罗茨泵

株式会社A&D 株式会社エー・アンド・デイ A&D Company, Limited 465-0035 愛知県名古屋市名東区豊が丘407 http://www.aandd.co.jp 其他（精密机器・计测机器）

计测·控制·模拟系统、FFT测定器、数字超声波测厚仪、材
料试验机、半导体制造装置用A/D、D/A变换器、电子枪、电
子天平、数字台秤、指示器、测压仪、电子血压计、医疗用
各类体重计 等

株式会社OVAL 株式会社オーバル OVAL Corporation 930-0992 富山県富山市新庄町206-2 http://www.oval.co.jp/ 无
１．生产并销售椭圆齿轮式以及其他各种流量计
２．生产并销售计测管理及能源管理各类机器、装置
３．计装及园艺环境管理关的各类工程及生产销售相关机器

株式会社Testo 株式会社テストー Testo K.K. 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15
パレアナビル7F

https://www.testo.com/ja-JP/ 无
风速计、温度计、温湿度计、压力计、排气分析计、电流·
电压计、照度计等

株式会社DENSO WAVE 株式会社デンソーウェーブ
DENSO WAVE

INCORPORATED
446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-11-9 www.denso-wave.com 机械零部件、机器人相关 产业用机器人、自动识别装置、程序控制机等

株式会社VALCOM 株式会社バルコム VALCOM Co.,LTD 560-0035 大阪府豊中市箕輪3-7-25 http://www.valcom.co.jp 其他（计测机器） 生产与销售压力传感器、测压仪及数控机

株式会社PHOTRON 株式会社フォトロン PHOTRON LIMITED 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-5-28
伊藤忠丸の内ビル

http://www.photron.co.jp/ 其他（计测机器） 高速相机、CAD相关软件、放映用影像机器

株式会社misec 株式会社マイセック misec corporation 480-0202
愛知県西春日井郡豊山町豊場字志水
80

http://www.misec.co.jp 无 配管・容器保温用电热器、一斗缶加热用电热器

株式会社MITSUWA PUMP制作所 株式会社みつわポンプ製作所 MITSUWA PUMP CO.,LTD. 511-0251
三重県員弁郡東員町大字山田新蔵原
3617

http://www.mitsuwapump.jp/ 机械设备
自吸式橡胶衬里水泥泵、自吸式水泥泵、自吸式无闭塞性水
泥泵、蚀刻过滤器

株式会社yamada corporation 株式会社ヤマダコーポレーション yamada corporation 463-0052
愛知県名古屋市守山区小幡宮ノ腰7
番38号

http://www.yamadacorp.co.jp/
金属模具（及其制品）、医药
品、化学、食品加工、政府机
关·各类团体·学校

气动式隔膜泵、应对焊接烟气·细粉尘等的局部集尘装置
注油枪・润滑油泵组合件

株式会社冈村制造所 株式会社岡村製作所 OKAMURA CORPORATION 930-0085
富山県富山市丸の内1丁目8番地10号
富山丸の内ビル7階

http://www.okamura.co.jp 其他（　　　）

生产与销售各类钢制家具与产业机械。金属建具组装工程。
生产与销售商品陈列机器。设计与销售各类安保机器并承接
相关附带工程。提供可优化公司环境及生产效率的相关信息
等

株式会社椿本chain 株式会社椿本チエイン Tsubakimoto Chain Co． 920-0869
石川県金沢市上堤町1-12　金沢南町
ビル

http://tsubakimoto.jp/ 机械零部件
各类链条、传送带、减速机、电动气缸、连接器、线缆承接
管、汽车零部件

http://www.daikin.co.jp/group/dkhvac-hokuriku/
http://www.daikin.co.jp/group/dkhvac-hokuriku/
http://www.bandogrp.com/index.html
http://www.bandogrp.com/index.html
http://www.iai-robot.co.jp/
http://www.anlet.co.jp/
http://www.aandd.co.jp/
http://www.oval.co.jp/
https://www.testo.com/ja-JP/
http://www.denso-wave.com/
http://www.valcom.co.jp/
http://www.photron.co.jp/
http://www.misec.co.jp/
http://www.mitsuwapump.jp/
http://www.yamadacorp.co.jp/
http://www.okamura.co.jp/
http://tsubakimoto.jp/
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日本生工技研 株式会社日本生工技研 Nihon Seikoh Giken Co.,Ltd. 160-0022
東京都新宿区新宿2-8-8 アイ・アンド・
イー新宿ビル6階

http://www.jiet.co.jp/ IT 工程分析软件

兴研株式会社 興研株式会社 KOKEN LTD 921-8155 石川県金沢市高尾台4-124 http://www.koken-ltd.co.jp 批发零售业
开放清洁系统「ＫＯＡＣＨ」「ＬＡＭＩＫＯＡＣＨ」、改
善环境机器推挽电路型换气装置

轟产业株式会社 轟産業株式会社 Todoroki Sangyo Co.,Ltd 930-0085 富山県富山市丸の内3-3-4 http://www.todorokisangyo.co.jp 无 开发设计制作企业的省力·自动化装置、研究开发支援装置

椿本株式会社 椿本興業株式会社
TSUBAKIMOTO KOGYO

CO.,LTD.
920-0024

石川県金沢市西念1丁目1番3号　コン
フィデンス金沢3階

http://www.tsubaki.co.jp/ 无
各类搬运机器、搬运机器装置、环境机器、省力机器、金属
制品、化学制品、窑业制品、木材制品、纤维制品、油脂制
品

东京贸易TECHNO SYSTEM株式会社 東京貿易テクノシステム株式会社
TOKYO BOEKI TECHNO-

SYSTEM LTD.
471-0842 愛知県豊田市土橋町3-4-1 http://www.tbts.co.jp/ 其他（三次元测定机）

三次元测定机、非接触三次元测定机、自动计测系统、自动
组装支援系统、物联网活用·提高生产型应用、解析软件、
各类定制及工程技术

日工株式会社 日工株式会社 NIKKO CO.,LTD 950-0916
新潟県新潟市中央区米山10番8号
日生不動産ビル３F

https://www.nikko-net.co.jp/ 机械设备、其他（土农工具）
皮带输送机・饮料容器再资源化成套设备·挖掘机・铲子・土农
工具・沥青·混凝土搅拌设备・破碎机·砂浆拌和机・管制手脚
架・水闸

日东金属工业株式会社 日東金属工業株式会社
NITTO KINZOKU KOGYO

CO.,LTD
340-0811 埼玉県八潮市二丁目358 http://www.nitto-kinzoku.co.jp/

机械零部件、其他（合金容
器）

工业用合金容器（合金密闭容器、合金储藏容器、合金搬运
容器、合金压力容器、合金容器搅拌·温调组合件、合金器
具、其他容器、各类机器）

日本THOMPSON株式会社 日本トムソン株式会社
NIPPON THOMPSON

CO.,LTD
920-0362 石川県金沢市古府1-187 www.ikont.co.jp 机械零部件、机器人相关

滚针轴承
直动导向装置〈直动系列、机电一体化系列）

福西电机株式会社 福西電機株式会社 Fukunishi Electrical CO.,LTD. 530-8484 大阪府大阪市北区与力町7番5号 http://www.fukunishi.com/ 无
电力·调控零部件及FA相关机器、照明器具、空调机器、配
线器具·材料、通信·播放机器、受配电机器、信息通信机
器、控制盘等

soratoyama ソラトヤマ soratoyama 939-8032 富山県富山市流杉255 http://www.ishigane-fas.co.jp/ 航空航天相关 航空航天相关零部件

anibarsari habaworld アニバーサリーハバワールド anibarsari habaworld 939-1746 富山県南砺市出村61-3 无 食品加工
面包、曲奇、派、蛋糕类（栗子、年轮蛋糕）、饼类及其他
和果子

株式会社welcome福冈 株式会社ウエルカム福岡 无 939-0116 富山県高岡市福岡町下蓑255-1 无 食品加工
销售高冈市福冈町的特产（蓑笠、苔草工艺品、点心、手工
艺品、、安纳芋浓汤、安纳芋冰淇淋等）

CBF SERVICE CBFサービス CBF SERVICE 930-0843 富山県富山市窪本町17-1 无 其他（　　　　） 批发业务用咖啡、饮茶·餐厅用材料

铃家 鈴家 无 936-0061 富山県滑川市浜町1903 无 其他（　　　　） 富士宮炒面、长薯条等

epicerie Cerisier epicerie Cerisier 无 939-1835 富山県南砺市立野原東1038-3 http://www2.tst.ne.jp/equipe-1/ 无 无

TAISHO CURRY タイショウカレー 无
933-0851

933‐0021

富山県高岡市上関町1-27
富山県高岡市下関町6‐1　クルン高岡
Ｂ１（カレー店舗）

无 无 销售新车及二手车  TAISHO CURRY餐厅运营

株式会社MARUTAKAYA 株式会社まるたかや MARUTAKAYA Co., Ｌｔｄ. 930-0992 富山県富山市新庄町1丁目9番59号 http://www.marutakaya.co.jp/ 食品加工 各类拉面·关东煮·饺子·拉面包装等

http://www.jiet.co.jp/
http://www.koken-ltd.co.jp/
http://www.todorokisangyo.co.jp/
http://www.tsubaki.co.jp/
http://www.tbts.co.jp/
https://www.nikko-net.co.jp/
http://www.nitto-kinzoku.co.jp/
http://www.ikont.co.jp/
http://www.fukunishi.com/
http://www2.tst.ne.jp/equipe-1/
http://www.marutakaya.co.jp/
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株式会社Alpen Village 株式会社あるぺん村 Alpen Village Co.,Ltd 930-0005 富山県富山市新桜町2-26 http://www.alpenmura.co.jp 无 富山名产鳟鱼寿司、鲈鱼寿司、梦幻鳟鱼寿司

坂口屋酿造店 坂口屋醸造店 Sakaguchi-Yha！ 939-0722 富山県下新川郡朝日町大家庄573
http://www.shokokai.or.jp/16/16

3431S0064/index.htm
食品加工 米麯、甜米酒、味噌

三和食品株式会社 三和食品株式会社 Sanwa Food Co., Ltd. 939-1622 富山県南砺市遊部川原15-2 http://www.kabura.co.jp/ 批发零售业
北陆地区冬天的味道 蔓菁寿司（11月～2月）　萝卜寿司・麯
腌鲭鱼・味噌腌鱼・酒糟腌制品・各类海带卷

株式会社ＪＥＣ经营咨询 株式会社ジェック経営コンサルタント
JEC　MANAGEMENT

CONSULTANT CO., LTD.
930-0805 富山県富山市湊入船町3-30 http://www.jeckc.com/ 传统工艺

富山特产品牌「越中富山　技のこわけ」
用锡、漆器、陶器、和纸等制作的的精巧容器「福分け皿」

高野屋商店 高野屋商店 Takano-ya 939-2375 富山県富山市八尾町石戸872-2 无 食品加工 最中（豆沙馅点心）

木乐庵
幸福的猫头鹰咖啡馆 fuwamofu俱乐部

木楽庵＆幸せのふくろうカフェふわもふ倶
楽部

KIRAKUAN & Real owl café

FUWAMOFU-CLUB
930-0046 富山県富山市堤町通り１丁目４－９ 无 其他（木工作品）

使用富山县本地材料制作的链锯木雕作品
枭、龙、吉他、看板。木工制品等
可以接触到真正的猫头鹰、角鸮

福田食品工业株式会社 福田食品工业株式会社
FUKUDAFOODS INDUSTRIAL

CO., LTD.
939-1876 富山県南砺市川上中891 http://www.fukudafoods.co.jp 食品加工 拔丝地瓜、鸡蛋羹

Pekotto！ ペコット！ Pekotto！ 932-0053 富山県小矢部市石動町1-35 无 无 樱花盐、樱花盐饼干、樱花糯米饭、腌萝卜、樱花冰淇淋

富山县农林水产部农林水产企划课 富山県農林水産部農林水産企画課

TOYAMA PREFECTURAL

GOVERNMENT

Agriculture, Forestry and

Fisheries Policy Planning

Division

930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7
http://www.shoku-

toyama.jp/store/tomi/
食品加工、政府·各种团体·
学校、其他（食品）

一般社团法人富山县机电工业会 一般社団法人富山県機電工業会

Toyama Prefectural Machinery

and Electronic Industries

Association

930-0866
富山県富山市高田529番地（富山技術
交流センター３Ｆ）

http://www.t-kiden.or.jp/ 政府·各种团体·学校 无

一般社团法人富山县情报产业协会 一般社団法人富山県情報産業協会
Toyama Information Industry

Association
930-0057 富山県富山市上本町3番16号 http://www.tiia.or.jp/ 政府·各种团体·学校

本协会是由富山县信息管理咨询企业组成的产业组织。
会员企业数　53社（平成29年9月　包含正式会员・赞助会
员）

协荣产业株式会社 協栄産業株式会社 KYOEI SANGYO CO.,LTD 150-8585 東京都渋谷区松濤2町目20番４号 https://www.kyoei.co.jp/

机械设备、机械零部件、金属
模型（及其制品）、汽车相
关、机器人相关、航空航天相
关、电力·电子、塑料、铝
材、食品加工、传统工艺、政
府·各种团体·学校

半导体·电子设备·金属材料·工业设备·环境系统·信息
设备·3D打印机·软件·印刷电路板

株式会社FAST 株式会社ファースト FAST CORPORATION 531-0011
大阪市淀川区西中島5-9-1　新大阪
花村ビル３F

https://www.fast-corp.co.jp/
机械设备、汽车相关、机器人
相关、航空航天相关、电力·
电子、塑料、铝材

画像处理通用装置、应用画像处理装置、画像处理程序库、
开发程序的研究·开发·销售并提供维修方案
事业画像应用系统的设计·开发·设置·调整·维修

株式会社三好KIKAI 株式会社三好キカイ MIYOSHI KIKAI CO.,LTD 666-0121 兵庫県川西市平野1-5-20 http://www.miyoshikikai.co.jp/ 机械零部件
ユニバーサルジョイント・関连制品
パイジョン

株式会社堀内电机制作所 株式会社堀内電機製作所
HORIUCHI ELECTRONICS

CO., LTD.
386-1321 長野県上田市保野２４１番地

http://www.horiuchielectronics.c

o.jp/index.html
机械设备、汽车相关、机器人
相关、电力·电子、塑料

FA设备开发销售，PC成品生产，电脑周边设备生产装配，
生产设备配件生产，通讯机/无线设备配件生产，打印机板机
加工

http://www.alpenmura.co.jp/
http://www.shokokai.or.jp/16/163431S0064/index.htm
http://www.shokokai.or.jp/16/163431S0064/index.htm
http://www.kabura.co.jp/
http://www.jeckc.com/
http://www.fukudafoods.co.jp/
http://www.shoku-toyama.jp/store/tomi/
http://www.shoku-toyama.jp/store/tomi/
http://www.t-kiden.or.jp/
http://www.tiia.or.jp/
https://www.kyoei.co.jp/
https://www.fast-corp.co.jp/
http://www.miyoshikikai.co.jp/


page 20 / 20
富山县工业技术制造产品综合展览会2017

日本参展企业 2017.09.25现在

会社名中文 日文 英文 邮编 地址 ＵＲＬ 行业种类 主要产品

富山县中小企业团体中央会 富山県中小企業団体中央会
Toyama Federation of Small

Business Associations
930-0083

富山市総曲輪2-1-3　富山商工会議
所ビル6階

http://www.chuokai-

toyama.or.jp/
政府·各种团体·学校

中小企业组合の组织、事业及び経営の指导并びに连络その
他组合の健全な発达を図るために必要な事业を行い、中小
企业の振兴を図るために必要な事业を行っています。

富山县塑料工业会 富山県プラスチック工業会
Toyama Prefectural Plastic

Industries Association
930-0866 富山県富山市高田529 http://www.kenpla.jp 塑料、政府·各种团体·学校

1.房屋相关，2.汽车/运输设备零件，3.容器包装、盖子4.日
用品·杂货5.电力·电子·通讯部件6.包装材料7 工业用材
料8.医疗器械相关

富山县农林水产部农村振兴课 富山県農林水産部農村振興課 TOYAMA PREFECTURE 930-8501 富山県富山市総曲輪1-7 http://www.pref.toyama.jp/ 政府·各种团体·学校
力求激发农村活力、保护管理重要地域资源、提高山部地区
活力、推进城村交流、支援6次产业化及农村女性创业

富士机械制造株式会社 富士機械製造株式会社
FUJI MACHINE MFG. CO.,

LTD.
472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19番地

https://smt.fuji.co.jp/products/to

ughplasma/

机械设备、汽车相关、机器人
相关、电力·电子、塑料、铝
材、化学

电子元件安装机器人，机床

一般社团法人富山县食品产业协会 一般社団法人富山県食品産業協会
Toyama Prefecture Food

Industry Association
939-8153 富山県富山市吉岡３６０ http://toyama-shokusan.com 食品加工 无

公益社团法人富山县design协会 公益社団法人富山県デザイン協会
TOYAMA DESIGN

ASSOCIATION
939-1119

富山県高岡市オフィスパーク5番地
富山県産業高度化センター２階

http://toyama-da.jp/ 政府·各种团体·学校 无

专门学校　TOYOTA名古屋自动车大学校 専門学校　トヨタ名古屋自動車大学校
TOYOTA TECHNICAL

COLLEGE NAGOYA
452-8567 愛知県清須市春日一番割1番地 http://www.toyota-tcn.ac.jp/ 政府·各种团体·学校

通过在实习中心的培训、培养具有专业精神及实践技术的汽
车技术人员。

株式会社TRINITY 株式会社トリニティ TRINITY 933-0816 富山県高岡市二塚322-3
http://www.takagi-

seiko.co.jp/trinity/
保健商品

保健产品的制造和销售，移动通信设备销售，各种保险代理
业务·土建工程业务（具体建设业许可证第13691号）·太阳
能发电厂·其他

公益财团法人富山县新世纪产业机构富山
县yorozu支援点

公益財団法人富山県新世紀産業機構富山
県よろず支援拠点

Toyama New Industry

Organization / YOROZU

Supporting Center

930-0866 富山県富山市高田527　情報ビル1F
http://www.tonio.or.jp/info/yoroz

u/
政府机构·各类团体·学校

富山县中小企业·小规模事业人员的综合经营商谈所「富山
县yorozu支援点」

http://www.toyota-tcn.ac.jp/
http://www.takagi-seiko.co.jp/trinity/
http://www.takagi-seiko.co.jp/trinity/
http://www.tonio.or.jp/info/yorozu/
http://www.tonio.or.jp/info/yorozu/

