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ADS－ALS

ADC, INC.

２－１０－１９Toiya－machi, Toyama－shi, Toyama９３０－０８３４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４００－７７５７ 【Fax】 ＋８１－７６－４５２－３２３３
【E－Mail】 yume@adc－home.com
【URL】 http : //www.adc－home.com
【Rep.】 Susumu Waragai
【T.B.】 Retailer
【Est.】 １９８８ 【Cap.】 ￥９０million 【Empl.】１６
【Dealing】 Residential Construction
【Imp.】 Pine Flooring ; Pine Panels ; Pine Fixture Lumber

（Norway）

ALPHA TRADING LTD.

１－１８－１Imizucho, Imizu－shi, Toyama９３３－０２２７Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－８６－８８３１ 【Fax】 ＋８１－７６６－８６－８８３２
【Rep.】 Masanori Tanada
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】１９９４ 【Cap.】 ￥３million 【Empl.】３
【Dealing】 Timber ; Timber Goods ; Auto Parts, etc.
【Exp.】 Autoparts

（Russian Federation）
【Imp.】 Timber ; Timber Goods

（Russian Federation）

ALSYS CO., LTD.

２－６２Kojin－cho, Toyama－shi, Toyama９３０－０８０９Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４４１－１４１３ 【Fax】 ＋８１－７６－４４１－１４２２
【E－Mail】 alsys－eg@alsys－eg.co.jp
【URL】 http : //www.alsys－eg.co.jp
【Rep.】 Isao Hamada
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９９９ 【Cap.】 ￥３３million 【Empl.】２１
【Exp.】 Aluminium Related Equipment

（Thailand）
【Imp.】 Conveyors

（Thailand ; China）
【Overseas office】 Thailand

株式会社アディック

〒９３０－０８３４ 富山県富山市問屋町２丁目１０－１９
【Tel】０７６－４００－７７５７ 【Fax】０７６－４５２－３２３３
【E－Mail】 yume@adc－home.com
【URL】 http : //www.adc－home.com
【代表者名】 藁谷 進
【業種】 小売業
【設立年】１９８８年 【資本金】９０百万円 【従業員数】１６人
【取扱商品】 住宅建築
【輸入品目】 パイン床材／パインパネル／パイン造作材

（ノルウェー）

有限会社アルファ・トレーディング

〒９３３－０２２７ 富山県射水市射水町１丁目１８－１
【Tel】０７６６－８６－８８３１ 【Fax】０７６６－８６－８８３２
【代表者名】 棚田 正則
【業種】 卸売業
【設立年】１９９４年 【資本金】３百万円 【従業員数】３人
【取扱商品】 木材／木材製品／車両／自動車部品
【輸出品目】 自動車部品

（ロシア連邦）
【輸入品目】 木材／木材製品

（ロシア連邦）

株式会社アルシス

〒９３０－０８０９ 富山県富山市興人町２－６２
【Tel】０７６－４４１－１４１３ 【Fax】０７６－４４１－１４２２
【E－Mail】 alsys－eg@alsys－eg.co.jp
【URL】 http : //www.alsys－eg.co.jp
【代表者名】 浜田 功
【業種】 製造業
【設立年】１９９９年 【資本金】３３百万円 【従業員数】２１人
【輸出品目】 アルミ押出関連設備

（タイ）
【輸入品目】 コンベヤ

（タイ／中国）
【海外事業所】 タイ
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AOI－CHU

AOI FOOD CO., LTD.

１９９－１３Futazuka, Takaoka－shi, Toyama９３３－０８１６Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－６３－４１１４ 【Fax】 ＋８１＋７６６－６３－４１１５
【Rep.】 Eiaki Nakashima
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７２ 【Cap.】 ￥３７million 【Empl.】２０
【Dealing】 Processed Seafood Goods
【Exp.】 Trays ; Sushi Garnish ; Polyurethane Mats

（China）
【Imp.】 Raw Mackerel Salted and Marinated in Vinegar

（China）

BONORU

３－２７Nano－cho, Toyama－shi, Toyama９３９－８２３２Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２９－８００３ 【Fax】 ＋８１－７６－４２９－８８３０
【E－Mail】 takeo@bonoru.com
【URL】 http : //www.bonoru.com
【Rep.】 Takeo Hiyoshi
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８２ 【Cap.】 ￥５million 【Empl.】１５
【Imp.】 Sanitary Shorts

（China）

CHUMOKU CO., LTD.

７９３Tanaka, Nanto－shi, Toyama９３９－１７０４Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－５２－２８０８ 【Fax】 ＋８１－７６３－５２－６３６６
【E－Mail】 info@chumoku.co.jp
【URL】 http : //www.chumoku.co.jp
【Rep.】 Akihiko Nishimura
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４７ 【Cap.】 ￥８４.７million 【Empl.】１６８
【Dealing】 Russian Timber ; American Timber
【Imp.】 Red Pine ; Spruce ; Larch ; Douglas Fir

株式会社葵食品

〒９３３－０８１６ 富山県高岡市二塚１９９－１３
【Tel】０７６６－６３－４１１４ 【Fax】０７６６－６３－４１１５
【代表者名】 中嶋 栄昭
【業種】 製造業
【設立年】１９７２年 【資本金】３７百万円 【従業員数】２０人
【取扱商品】 水産加工品
【輸出品目】 トレー／バラン／ウレタンマット

（中国）
【輸入品目】 〆サバ

（中国）

有限会社ボノール

〒９３９－８２３２ 富山県富山市南央町３－２７
【Tel】０７６－４２９－８００３ 【Fax】０７６－４２９－８８３０
【E－Mail】 takeo@bonoru.com
【URL】 http : //www.bonoru.com
【代表者名】 日吉 武夫
【業種】 製造業
【設立年】１９８２年 【資本金】５百万円 【従業員数】１５人
【輸入品目】 婦人生理ショーツ

（中国）

チューモク株式会社

〒９３９－１７０４ 富山県南砺市田中７９３
【Tel】０７６３－５２－２８０８ 【Fax】０７６３－５２－６３６６
【E－Mail】 info@chumoku.co.jp
【URL】 http : //www.chumoku.co.jp
【代表者名】 西村 亮彦
【業種】 製造業
【設立年】１９４７年 【資本金】８４．７百万円 【従業員数】１６８人
【取扱商品】 ロシア材丸太／米材丸太
【輸入品目】 赤松／エゾ／カラ松／ダグラスファ
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COS－DAI

COSEL CO., LTD.

１－６－４３Kamiakaemachi, Toyama－shi, Toyama９３０－０８１６Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４３２－８１５２ 【Fax】 ＋８１－７６－４４２－９６６０
【URL】 http : //www.cosel.co.jp
【Rep.】 Toshimichi Machino
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９６９ 【Cap.】 ￥２０５５million 【Empl.】３８５
【Dealing】 Power Supply Units
【Exp.】 DC Stabilized Power Supply Units
【Imp.】 Transformers

（China）
【Overseas office】 China;United States ; United Kingdom ; Ger-

many

DAIICHI BUSSAN CO., LTD.

９－１６Miyatamachi, Takaoka－shi, Toyama９３３－８６６６Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２２－４５４５ 【Fax】 ＋８１－７６６－２２－７７９１
【URL】 http : //www.toyama－smenet.or.jp/ dib/
【Rep.】 Shinichi Tada
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】１９５１ 【Cap.】 ￥４０million 【Empl.】７０
【Dealing】Industrial Chemicals;GeneralMeasuring Instruments
【Exp.】 Machines
【Imp.】 Boric Acid

DAIKI CO., LTD.

２０１Nunomesawa, Imizu－shi, Toyama９３９－０４１８Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－５３－１３３１ 【Fax】 ＋８１－７６６－５３－１３３０
【E－Mail】 hso@daiki.org
【URL】 http : //www.daiki.org
【Rep.】 Tatsuru Inanami
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４８ 【Cap.】 ￥４０million 【Empl.】９４
【Dealing】 Plastic Goods
【Imp.】 Plastic Stationery

（China）
【Overseas office】 China

コーセル株式会社

〒９３０－０８１６ 富山県富山市上赤江町１－６－４３
【Tel】０７６－４３２－８１５２ 【Fax】０７６－４４２－９６６０
【URL】 http : //www.cosel.co.jp
【代表者名】 町野 利道
【業種】 製造業
【設立年】１９６９年 【資本金】２０５５百万円 【従業員数】３８５人
【取扱商品】 直流安定化電源
【輸出品目】 直流安定化電源
【輸入品目】 トランス

（中国）
【海外事業所】 中国／USA/UK／ドイツ

第一物産株式会社

〒９３３－８６６６ 富山県高岡市宮田町９－１６
【Tel】０７６６－２２－４５４５ 【Fax】０７６６－２２－７７９１
【URL】 http : //www.toyama－smenet.or.jp/ dib/
【代表者名】 多田 慎一
【業種】 卸売業
【設立年】１９５１年 【資本金】４０百万円 【従業員数】７０人
【取扱商品】 化学工業薬品／計量器全般
【輸出品目】 機械装置
【輸入品目】 ホウ酸

株式会社大樹

〒９３９－０４１８ 富山県射水市布目沢２０１
【Tel】０７６６－５３－１３３１ 【Fax】０７６６－５３－１３３０
【E－Mail】 hso@daiki.org
【URL】 http : //www.daiki.org
【代表者名】 稲浪 樹
【業種】 製造業
【設立年】１９４８年 【資本金】４０百万円 【従業員数】９４人
【取扱商品】 プラスチック製品
【輸入品目】 プラスチック製文房具

（中国）
【海外事業所】 中国
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FIN－FUJ

FINECS CO., LTD.

４１５ Funahashi, Funahashi－mura, Nakaniikawa－gun, Toyama
９３０－０２８１Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４６２－１８８１ 【Fax】 ＋８１－７６－４６４－１５００
【E－Mail】 head@finecs.co.jp
【URL】 http : //www.finecs.co.jp
【Rep.】 Noboru Matsuda
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９６９ 【Cap.】 ￥２９９.６７million 【Empl.】３２０
【Dealing】 Terminals for Electronic Components
【Exp.】 Terminals

（Singapore）
【PR】 The design and production of processing and manufac-

turing machinery and the manufacture of molds are all
carried out within the group. As a company utilising com-
prehensive technological expertise, our production capac-
ity of terminals and leads is the highest in Japan.

FUGEN CORPORATION

３－３－１０Showamachi, Takaoka－shi, Toyama９３３－０９４６Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２１－４５５０ 【Fax】 ＋８１－７６６－２７－１４６０
【E－Mail】 webmaster@fugen－corp.co.jp
【URL】 http : //www.fugen－corp.co.jp
【Rep.】 Masaharu Shinoda
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９４７ 【Cap.】 ￥９０million 【Empl.】１６５
【Dealing】 Non－ferrous Metal Products ; Materials（Including

Scraps）; Secondary Steel Products（Roof Materials ;
External Wall Materials）

【Exp.】 Copper Brass Sheets
（Thailand ; China）

【Imp.】 Aluminum Sheets
（South Korea）
Copper Busbars
（Thailand）

【Overseas office】 Hong Kong ; Thailand

FUJI GRINDING WHEEL MFG., LTD.

１１６－１０Takauchi, Toyama－shi, Toyama９３９－２２５４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４６７－０６００ 【Fax】 ＋８１－７６－４６７－１０２９
【E－Mail】 matsubara@fujiseito.com
【URL】 http : //www.fujiseito.com
【Rep.】 Gakusyo Ri
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５６ 【Cap.】 ￥４９million 【Empl.】６５
【Dealing】 Grinding Wheels ; Cutting Wheels
【Exp.】 Cutting Wheels

（South Korea ; Taiwan）
【Imp.】 Grinding Wheels ; Cutting Wheels ; Brown Fused Alu-

mina
（China）

ファインネクス株式会社

〒９３０－０２８１ 富山県中新川郡舟橋村舟橋４１５

【Tel】０７６－４６２－１８８１ 【Fax】０７６－４６４－１５００
【E－Mail】 head@finecs.co.jp
【URL】 http : //www.finecs.co.jp
【代表者名】 松田 登
【業種】 製造業
【設立年】１９６９年【資本金】２９９．６７百万円【従業員数】３２０人
【取扱商品】 電子部品用端子
【輸出品目】 端子

（シンガポール）
【自社PR】 加工機など製造機械の設計製作や金型の制作をすべ

て自社グループで行っており、総合的な技術力を有す
る企業として、端子やリード線の生産量は日本一。

富源商事株式会社

〒９３３－０９４６ 富山県高岡市昭和町３－３－１０
【Tel】０７６６－２１－４５５０ 【Fax】０７６６－２７－１４６０
【E－Mail】 webmaster@fugen－corp.co.jp
【URL】 http : //www.fugen－corp.co.jp
【代表者名】 篠田 正治
【業種】 卸売業
【設立年】１９４７年 【資本金】９０百万円 【従業員数】１６５人
【取扱商品】 非鉄金属製品／原料（スクラップ含む）／鉄鋼二次

製品（屋根材／外壁材）

【輸出品目】 伸銅板
（タイ／中国）

【輸入品目】 アルミ板
（韓国）
銅帯
（タイ）

【海外事業所】 香港／タイ

富士製砥株式会社

〒９３９－２２５４ 富山県富山市高内１１６－１０
【Tel】０７６－４６７－０６００ 【Fax】０７６－４６７－１０２９
【E－Mail】 matsubara@fujiseito.com
【URL】 http : //www.fujiseito.com
【代表者名】 李 学勝
【業種】 製造業
【設立年】１９５６年 【資本金】４９百万円 【従業員数】６５人
【取扱商品】 研削砥石／切断砥石
【輸出品目】 切断砥石

（韓国／台湾）
【輸入品目】 研削砥石／切断砥石／アルミナ砥粒

（中国）
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FUK－GOL

FUKUDA FOODS CO., LTD.

８９１Kawakaminaka, Nanto－shi, Toyama９３９－１８７６Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－６４－２０２１ 【Fax】 ＋８１－７６３－６４－２０２３
【URL】 http : //www.fukudafoods.co.jp
【Rep.】 Tetsuhiro Fukuda
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７６ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】２０
【Dealing】 Daigaku－Potatos ;Chawanmushi ;Hotchpotch ;Sweet

Potato Tempura ; Gratin ; Doria ; Soft－drinks ; Sup-
plements

【Imp.】 Fried Sweet Potatos
（China）

【PR】 Our Daigaku－Potatos are created with just a hint of
sweetness, using the special qualities of our ingredients
to the utmost extent. The sweet coating is made with
pure Okinawa brown sugar, honey, oligosaccharides, tre-
halose and other ingredients. We use our skill to make
sure this sweet coating stays in place. Crispy on the out-
side, light on the inside, with black sesame as a topping.
We have created a unique taste for you.

FUKUZYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

４８Hagiwara, Toyama－shi, Toyama９３９－８２６１Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２９－１１５１ 【Fax】 ＋８１－７６－４２９－６５５３
【URL】 http : //www.fkj.co.jp
【Rep.】 Teruo Kosugi
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５０ 【Cap.】 ￥６０million 【Empl.】５６
【Exp.】 Pyrimethamine

（Switzerland ; United Kingdom）
Naphazoline Hydrochloride
（Korea）

【Imp.】３－Dimethylaminopropane－１－０１
（Germany）

【PR】 Comminution processing（GMP）

GOLDWIN INC.

２１０Kiyosawa, Oyabe－shi, Toyama９３２－０１９３Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－６１－４８５２ 【Fax】 ＋８１－７６６－６１－４８３９
【E－Mail】 k－budou@goldwin.co.jp
【URL】 http : //www.goldwin.co.jp/
【Rep.】 Akio Nishida
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５１ 【Cap.】 ￥１０３２１million 【Empl.】４８７
【Dealing】 Garments & Accessories
【Exp.】 Fabric ; Accessories

（China ; Vietnam）
【Imp.】 Sports Wear

（China ; Vietnam）
【Overseas office】 China

福田食品工業株式会社

〒９３９－１８７６ 富山県南砺市川上中８９１
【Tel】０７６３－６４－２０２１ 【Fax】０７６３－６４－２０２３
【URL】 http : //www.fukudafoods.co.jp
【代表者名】 福田 哲博
【業種】 製造業
【設立年】１９７６年 【資本金】１０百万円 【従業員数】２０人
【取扱商品】 大学ポテト／茶碗蒸し／いも天／グラタン／ドリ

ア／清涼飲料／サプリメント

【輸入品目】 フライドスィートポテト
（中国）

【自社PR】 ＜大学いも＞甘さひかえめにし、素材の特性を最大
限に活用しています。飴には、琉球純黒糖・はちみつ・
オリゴ糖・トレハロース等を使用し、飴落ちしにくい
ように工夫を致しております。表面はカリッと中はしっ
とり、黒ゴマをトッピングし、キレのある味わいに仕
上ています。

福寿製薬株式会社

〒９３９－８２６１ 富山県富山市萩原４８
【Tel】０７６－４２９－１１５１ 【Fax】０７６－４２９－６５５３
【URL】 http : //www.fkj.co.jp
【代表者名】 小杉 照男
【業種】 製造業
【設立年】１９５０年 【資本金】６０百万円 【従業員数】５６人
【輸出品目】 ピリメタミン

（スイス／イギリス）
塩酸ナファゾリン
（韓国）

【輸入品目】３－ジメチルアミノプロパノール
（ドイツ）

【自社PR】粉砕受託（GMP）

株式会社ゴールドウイン

〒９３２－０１９３ 富山県小矢部市清沢２１０
【Tel】０７６６－６１－４８５２ 【Fax】０７６６－６１－４８３９
【E－Mail】 k－budou@goldwin.co.jp
【URL】 http : //www.goldwin.co.jp/
【代表者名】 西田 明男
【業種】 製造業
【設立年】１９５１年 【資本金】１０３２１百万円 【従業員数】４８７人
【取扱商品】 衣類／アクセサリー
【輸出品目】 生地／副資材

（中国／ベトナム）
【輸入品目】 スポーツウエア

（中国／ベトナム）
【海外事業所】 中国
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GOS－HAR

GOSHU YAKUHIN CO., LTD.

１－１－５Hanazono－cho, Toyama－shi, Toyama９３９－８２０１Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２４－２６６１ 【Fax】 ＋８１－７６－４２２－４５７１
【E－Mail】 info@goshu.co.jp
【URL】 http : //www.goshu.co.jp
【Rep.】 Ryozo Fujii
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４７ 【Cap.】 ￥３０million 【Empl.】１２５
【Dealing】Bath Powder ; Cosmetics ; Mineral Water ; Functional

Foodstuffs
【Exp.】 Bath Powder

（Taiwan ; United States）
【PR】 Using natural minerals made through the desalination

of deep－layer seawater using propietary technology to
aid beauty and health

HANAGATA CORPORATION

４１７Yokouchi, Toyama－shi, Toyama９３９－８０３３Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２５－１５４５ 【Fax】 ＋８１－７６－４２３－３７３９
【E－Mail】 ahanagata@hanagata.co.jp
【URL】 http : //www.hanagata.co.jp/
【Rep.】 Toshiyuki Hanagata
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４８ 【Cap.】 ￥１８million 【Empl.】６０
【Dealing】 Packging Machines ; Shrink Tunnels
【Exp.】 Packaging Machines

（United States）
Shrink Tunnels
（China, South Korea）

【Overseas office】 China
【Overseas agency】 United States ; China ; South Korea ; Thai-

land ; Philippines
【PR】 We make packaging machines to order according to our

customers' needs.

HARIHARA FURNITURE

２５Gohyakkoku, Tateyama－machi, Nakaniikawa－gun, Toyama
９３０－０２１４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４６３－０５２７ 【Fax】 ＋８１－７６－４６３－０５３０
【E－Mail】 harihara@rapid.ocn.ne.jp
【Rep.】 Shinji Harihara
【T.B.】 Retailer
【Empl.】 ７
【Dealing】 Furniture ; Household Altar ; Pictures
【Imp.】 Household Altar ; Bed Frames

（China）
【PR】 The pick of Chinese craft－workers who have mastered

their technology bring you high quality products which
cannot be made in Japan. We offer you sturdy unique
products which are unmatched by our competitors.

五洲薬品株式会社

〒９３９－８２０１ 富山県富山市花園町１－１－５
【Tel】０７６－４２４－２６６１ 【Fax】０７６－４２２－４５７１
【E－Mail】 info@goshu.co.jp
【URL】 http : //www.goshu.co.jp
【代表者名】 藤井 良三
【業種】 製造業
【設立年】１９４７年 【資本金】３０百万円 【従業員数】１２５人
【取扱商品】 入浴剤／化粧品／ミネラルウォーター／機能性食

品
【輸出品目】 入浴剤

（台湾／アメリカ）
【自社PR】 海洋深層水を独自の技術により脱塩分離した天然ミ

ネラルを活用した美容、健康

株式会社ハナガタ

〒９３９－８０３３ 富山県富山市横内４１７
【Tel】０７６－４２５－１５４５ 【Fax】０７６－４２３－３７３９
【E－Mail】 ahanagata@hanagata.co.jp
【URL】 http : //www.hanagata.co.jp/
【代表者名】 花方 敏之
【業種】 製造業
【設立年】１９４８年 【資本金】１８百万円 【従業員数】６０人
【取扱商品】 包装機械／シュリンクトンネル
【輸出品目】 包装機械

（米国）
シュリンクトンネル
（中国／韓国）

【海外事業所】 中国
【代理店の所在国】 米国／中国／韓国／タイ／フィリピン

【自社PR】 お客様のニーズに合った包装機械をオーダーメード
で製作します。

はりはら家具店・神運堂

〒９３０－０２１４ 富山県中新川郡立山町五百石２５

【Tel】０７６－４６３－０５２７ 【Fax】０７６－４６３－０５３０
【E－Mail】 harihara@rapid.ocn.ne.jp
【代表者名】 針原 信二
【業種】 小売業
【従業員数】７人
【取扱商品】 一般家具／神棚／絵
【輸入品目】 神棚／ベッドフレーム

（中国）
【自社PR】 中国の各省を回り、技術のすぐれた職人による日本

ではできない高製品が売り。同業他社のやれない独自
性の強い製品を持っています。
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HIS－HOK

HISHITOMI FOOD INDUSTORY CO., LTD.

２０５－８Futazuka, Takaoka－shi, Toyama９３３－０８１６Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－６３－４７５０ 【Fax】 ＋８１－７６６－６３－４７５６
【E－Mail】 info@hishitomi.co.jp
【URL】 http : //www.hishitomi.co.jp
【Rep.】 Seiji Shimada
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４７ 【Cap.】 ￥３４million 【Empl.】９０
【Imp.】 Salted Scallions

HOKURIKU TECHNO CO., LTD.

１－８－３Aoidani, Imizu－shi, Toyama９３９－０３２１Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－５７－１４００ 【Fax】 ＋８１－７６６－５７－１４０１
【E－Mail】 info@h－techno.com
【URL】 http : //www.h－techno.com
【Rep.】 Masaaki Kikura
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９９３ 【Cap.】 ￥３０million 【Empl.】２０
【Dealing】 Industrial Furnaces
【Exp.】 Melting and Holding Furnaces for Aluminum Alloys

（Indonesia ; China）
【Overseas office】 Vietnam
【Overseas agency】 Indonesia
【PR】 The spiral furnace is lined with a heat resistant spiral

which greatly increases the number of times the flame
turns around inside the chamber, thereby increasing the
effectiveness of the furnace. This is a highly energy－ef-
ficient crucible－type melting and holding furnace in
which melting time is shortened, crucible lifetime is in-
creased and in which there is uniformity of melting qual-
ity.

HOKUSAN CO., LTD.

１１－５Honmachi, Toyama－shi, Toyama９３０－００２９Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４４１－２４６１ 【Fax】 ＋８１－７６－４４１－２３５８
【URL】 http : //www.hokusan.co.jp
【Rep.】 Masahiro Yamaguchi
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９３７ 【Cap.】 ￥４７million 【Empl.】１３１
【Dealing】 High Pressure Gas;LP Gas;Industrial Chemical Prod-

ucts
【Imp.】 Industrial Chemicals
【Overseas office】 China

菱富食品工業株式会社

〒９３３－０８１６ 富山県高岡市二塚２０５－８
【Tel】０７６６－６３－４７５０ 【Fax】０７６６－６３－４７５６
【E－Mail】 info@hishitomi.co.jp
【URL】 http : //www.hishitomi.co.jp
【代表者名】 島田 誠二
【業種】 製造業
【設立年】１９４７年 【資本金】３４百万円 【従業員数】９０人
【輸入品目】 らっきょう

北陸テクノ株式会社

〒９３９－０３２１ 富山県射水市青井谷１－８－３
【Tel】０７６６－５７－１４００ 【Fax】０７６６－５７－１４０１
【E－Mail】 info@h－techno.com
【URL】 http : //www.h－techno.com
【代表者名】 木倉 正明
【業種】 製造業
【設立年】１９９３年 【資本金】３０百万円 【従業員数】２０人
【取扱商品】 工業炉
【輸出品目】 アルミ溶解保持炉

（インドネシア／中国）
【海外事業所】 ベトナム
【代理店の所在国】 インドネシア
【自社PR】「スパイラル炉」は炉内耐火物構造をスパイラル（ら

せん）状にし、バーナー炎の周回数を強制的に増やし
て熱効率を高めています。溶解時間短縮、るつぼ寿命
のアップ、溶湯品質の均一化にもつながる、省エネル
ギー性に優れたるつぼ式溶解保持炉です。

北酸株式会社

〒９３０－００２９ 富山県富山市本町１１－５
【Tel】０７６－４４１－２４６１ 【Fax】０７６－４４１－２３５８
【URL】 http : //www.hokusan.co.jp
【代表者名】 山口 昌広
【業種】 卸売業
【設立年】１９３７年 【資本金】４７百万円 【従業員数】１３１人
【取扱商品】 高圧ガス／LPガス／化学工業製品

【輸入品目】 工業薬品
【海外事業所】 中国
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HOK－HOR

HOKUSEI PRODUCTS COMPANY, LTD.

１－８Suehiromachi, Takaoka－shi, Toyama９３３－００２３Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２９－１６００ 【Fax】 ＋８１－７６６－２１－７７２０
【E－Mail】 info@w－hokusei.co.jp
【URL】 http : //www.w－hokusei.co.jp
【Rep.】 Shotaro Tomita
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９９７ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】１０
【Dealing】 Design, Manufacture and Sale of Aluminum Prod-

ucts and Film Products
【Exp.】 High Purity Aluminum４N ; High Purity Aluminum５N
【Overseas agency】 Taiwan
【PR】 We are "professional aluminum coordinators" involved in

the design, manufacture and sale of aluminum products.
We make high purity aluminum, sophisticated film, pack-
aging（PTP, laminate）, etc, producing products which
make full use of the properties of aluminum, responding
speedily to our customers' needs. Please feel free to en-
quire about small capacity production, special processing,
product development, or anything else.

HOKUTOMI CO., LTD.

６－２－１１Mukaishinjo－machi, Toyama－shi, Toyama９３０－０９１６ Ja-
pan
【Tel】 ＋８１－７６－４５１－８６８６ 【Fax】 ＋８１－７６－４５１－８６８８
【E－Mail】 praisehokutomi@yahoo.co.jp
【Rep.】 Masahiko Masuda
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９９９ 【Cap.】 ￥９.５５million 【Empl.】２８
【Exp.】 Hydraulic Pumps

（South Korea）

HORIE GLASS CO., LTD.

１－５－２４Toiyamachi, Toyama－shi, Toyama９３０－０８３４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４５１－８４１１ 【Fax】 ＋８１－７６－４５１－８８４９
【E－Mail】 hg.toyama@horie－glass.jp
【URL】 http : //group.horie－glass.jp/
【Rep.】 Makoto Nojima
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９５０ 【Cap.】 ￥１００million 【Empl.】６０
【Dealing】 Plate Glass for Construction
【Imp.】 Plate Glass for Construction

ホクセイプロダクツ株式会社

〒９３３－００２３ 富山県高岡市末広町１－８
【Tel】０７６６－２９－１６００ 【Fax】０７６６－２１－７７２０
【E－Mail】 info@w－hokusei.co.jp
【URL】 http : //www.w－hokusei.co.jp
【代表者名】 冨田 昇太郎
【業種】 卸売業
【設立年】１９９７年 【資本金】１０百万円 【従業員数】１０人
【取扱商品】 アルミ製品・フィルム製品の企画・製造・販売

【輸出品目】 高純度アルミ ４N／高純度アルミ ５N
【代理店の所在国】 台湾
【自社PR】 アルミ製品の企画、製造、販売を手がける「プロフェ

ショナル・アルミコーディネーター」です。高純度ア
ルミ、高機能フィルム、パッケージ（PTP・ラミネー
ト）など、アルミの特性を活かした商品を作りだし、
お客様のご要望に迅速に対応いたします。少量生産、
特殊加工、製品開発などお気軽にご相談ください。

有限会社ホクトミ

〒９３０－０９１６ 富山県富山市向新庄町６－２－１１
【Tel】０７６－４５１－８６８６ 【Fax】０７６－４５１－８６８８
【E－Mail】 praisehokutomi@yahoo.co.jp
【代表者名】 増田 雅彦
【業種】 製造業
【設立年】１９９９年 【資本金】９．５５百万円 【従業員数】２８人
【輸出品目】 油圧ポンプ

（韓国）

堀江硝子株式会社

〒９３０－０８３４ 富山県富山市問屋町１－５－２４
【Tel】０７６－４５１－８４１１ 【Fax】０７６－４５１－８８４９
【E－Mail】 hg.toyama@horie－glass.jp
【URL】 http : //group.horie－glass.jp/
【代表者名】 野島 信
【業種】 卸売業
【設立年】１９５０年 【資本金】１００百万円 【従業員数】６０人
【取扱商品】 建築用板ガラス
【輸入品目】 建築用ガラス
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INF－ISH

INFINITY CO., LTD.

９－１９Takaramachi, Takaoka－shi, Toyama９３３－００６４Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２１－００６７ 【Fax】 ＋８１－７６６－２１－００６８
【E－Mail】 miyabukuro@jp－infinity.com
【Rep.】 Kiyotaka Miyabukuro
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８８ 【Cap.】 ￥２０million 【Empl.】５
【Dealing】 Mufflers ; Hats ; Sweaters
【Imp.】 Mufflers ; Caps（Hats）; Sweaters

ISHIJIN CO., LTD.

１－１０－１Shichimi, Imizu－shi, Toyama９３３－０２５２Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－８６－２９００ 【Fax】 ＋８１－７６６－８６－３３７１
【E－Mail】 office@ishijin.com
【URL】 http : //www.ishijin.com
【Rep.】 Hideo Ishibai
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９６８ 【Cap.】 ￥２４million 【Empl.】６０
【Dealing】 Northern Wood Red Pine Products
【Imp.】 Russian Red Pine

（Russia）

ISHITOMO REFORM CO., LTD.

１－１８－３７Shosei－machi, Imizu－shi, Toyama９３４－０００１Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－８４－６１１８ 【Fax】 ＋８１－７６６－８２－６２２８
【Rep.】 Akira Ishibai
【T.B.】 Manufacturer
【Cap.】 ￥２０million 【Empl.】９
【Dealing】 Russian Semi－finished Products
【Imp.】 Red Pine Boards ; Spruce Boards

（Russia）

株式会社インフィニィティ

〒９３３－００６４ 富山県高岡市宝町９－１９
【Tel】０７６６－２１－００６７ 【Fax】０７６６－２１－００６８
【E－Mail】 miyabukuro@jp－infinity.com
【代表者名】 宮袋 清隆
【業種】 製造業
【設立年】１９８８年 【資本金】２０百万円 【従業員数】５人
【取扱商品】 マフラー／ボウシ／セーター
【輸入品目】 マフラー／ボウシ／セーター

株式会社石甚

〒９３３－０２５２ 富山県射水市七美１丁目１０－１
【Tel】０７６６－８６－２９００ 【Fax】０７６６－８６－３３７１
【E－Mail】 office@ishijin.com
【URL】 http : //www.ishijin.com
【代表者名】 石灰 日出雄
【業種】 製造業
【設立年】１９６８年 【資本金】２４百万円 【従業員数】６０人
【取扱商品】 北洋材アカ松製品
【輸入品目】 ロシア産アカ松

（ロシア）

石友リフォームサービス株式会社

〒９３４－０００１ 富山県射水市庄西町１－１８－３７
【Tel】０７６６－８４－６１１８ 【Fax】０７６６－８２－６２２８
【代表者名】 石灰 晃
【業種】 製造業
【資本金】２０百万円 【従業員数】９人
【取扱商品】 ロシア半製品
【輸入品目】 赤松原板／エゾ松原半

（ロシア）

２５

２６

２７

－３２－



IWA－JAP

IWASEJUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

２８Kanayamashin－minami, Toyama－shi, Toyama９３０－２２０６Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４０５－２１５５ 【Fax】 ＋８１－７６－４３１－０６３０
【E－Mail】 info@iwasejuki.co.jp
【URL】 http : //www.iwasejuki.co.jp/
【Rep.】 Toshio Yasukawa
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９７０ 【Cap.】 ￥４０million 【Empl.】２８
【Dealing】 Construction Equipment ; Heavy Equipment ; Indus-

trial Vehicles
【Exp.】 Hydraulic Excavators

（Malaysia）
Rollers
（Bangladesh）
Wheel Loaders
（Egypt）

【Imp.】 Attachment
（United States）

JAKLIN CO., LTD.

１５－８Nishioizumi, Toyama－shi, Toyama９３９－８０９６Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２２－９５４０ 【Fax】 ＋８１－７６－４２２－９７６０
【E－Mail】 office@j－c.co.jp
【URL】 http : //www.j－c.co.jp
【Rep.】 Hideki Wakabayashi
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９９２ 【Cap.】 ￥８０million 【Empl.】１４
【Dealing】 Knit Wear
【Exp.】 Yarn ; Sub－materials

（China）
【Imp.】 Knit Wear

（China）
【Overseas office】 China
【PR】 Manufacture of knitwear made from cashmere, silk, cot-

ton, and other natural materials. We also make luxury
knitwear using a fine Intasha weave.

JAPAN FLOWER CORPORATION

２－３－１Ryutsusentamitoda, Imizu－shi, Toyama９３９－０４０２Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－５７－１１８７ 【Fax】 ＋８１－７６６－５７－１２８７
【E－Mail】 m－matsumura@hanamatsu.co.jp
【URL】 http : //www.hanamatsu.co.jp
【Rep.】 Yoshiaki Matsumura
【T.B.】 Wholesaler,Retailer
【Est.】 １９９６ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】３００
【Dealing】 Flowers ; Garden Supplies
【Imp.】 Flowers ; Seeds&Seedlings ; Agricultural Material ; Ma-

terials ; Vase ; Garden Supplies
【PR】 We have a distribution center that is kind to the environ-

ment（with a large capacity and good supply capability）.
（１）Site area of８，４２４㎡，（２）ISO１４００１certification，（３）
good location with a next－day delivery rate of９１％，（４）
access to regular chartered flights fromTokyo andOsaka，
（５）direct purchasing from all countries in Asia（currently
on a trial basis）.We have many associates who love flow-
ers and people.（１）３２０people currently employed，（２）６８
of our own outlet stores（we are planning to open around
１０outlets per year）（３）an annual total of１.５９million cus-
tomers，（４）flower schools in２０ locations, with３１teach-
ers and１０００students. ３３０people have passed exams
through our schools.

イワセ重機産業株式会社

〒９３０－２２０６ 富山県富山市金山新南２８
【Tel】０７６－４０５－２１５５ 【Fax】０７６－４３１－０６３０
【E－Mail】 info@iwasejuki.co.jp
【URL】 http : //www.iwasejuki.co.jp/
【代表者名】 安川 寿夫
【業種】 卸売業
【設立年】１９７０年 【資本金】４０百万円 【従業員数】２８人
【取扱商品】 建設機械／重機／産業車両

【輸出品目】 油圧ショベル
（マレーシア）
ローラ
（バングラディッシュ）
ホイールローダー
（エジプト）

【輸入品目】 アタッチメント
（アメリカ）

株式会社ジャクリン

〒９３９－８０９６ 富山県富山市西大泉１５－８
【Tel】０７６－４２２－９５４０ 【Fax】０７６－４２２－９７６０
【E－Mail】 office@j－c.co.jp
【URL】 http : //www.j－c.co.jp
【代表者名】 若林 秀樹
【業種】 製造業
【設立年】１９９２年 【資本金】８０百万円 【従業員数】１４人
【取扱商品】 ニットウェア
【輸出品目】 糸／副資材

（中国）
【輸入品目】 ニットウェア

（中国）
【海外事業所】 中国
【自社PR】 カシミヤ、シルク、コットンなど天然素材を生かし

たニットウェアを製造しています。細かなインターシ
ャ編みを使った高額ニットも生産しています。

株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション

〒９３９－０４０２ 富山県射水市流通センター水戸田２－３－１
【Tel】０７６６－５７－１１８７ 【Fax】０７６６－５７－１２８７
【E－Mail】 m－matsumura@hanamatsu.co.jp
【URL】 http : //www.hanamatsu.co.jp
【代表者名】 松村 吉章
【業種】 卸売業、小売業
【設立年】１９９６年 【資本金】１０百万円 【従業員数】３００人
【取扱商品】 生花／園芸用品
【輸入品目】 生花／種苗／農業資材／雑貨／花びん／園芸用品

【自社PR】１．環境に優しい物流センター（調達力・供給力を持つ）
がある。 ①敷地面積８，４２４㎡ ②ISO１４００１取得 ③
立地が良く、翌日配達圏内９１％ ④東京、大阪から毎
回チャーター便が走っている ⑤アジア各国からの直
接仕入れがある（ただ今トライアル中）２．お花・人
が大好きなアソシエイトがたくさんいる。 ①現従業
員数３２０名 ②直営店舗６８店舗（年間出店計画１０店舗
位） ③年間客数実績１５９万人 ④フラワースクール
２０教場、先生３１名、生徒１，０００名、検定合格者３３０名
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KAW－KOS

KAWADA INDUSTRIES, INC.

４６１０Nojima, Nanto－shi, Toyama９３９－１５９３Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－２２－２１０１ 【Fax】 ＋８１－７６３－２２－５５３０
【E－Mail】 koho@kawada.co.jp
【URL】 http : //www.kawada.co.jp
【Rep.】 Tadahiro Kawada
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９２２ 【Cap.】 ￥９６０１million 【Empl.】１１９４
【Dealing】 Bridges ; Steel Structures
【Exp.】 Bridges ; Steel Structures
【Overseas office】 China ; Philippines
【PR】 We deal with overseas bridge construction, engineering,

system－truss bridge construction support, etc. We are
aiming for the practical realization of humanoid robots
and their commercialization.

KAWASHO CO., LTD.

２４３－１１Yokamachi, Toyama－shi, Toyama９３９－８２２１Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２９－７００８ 【Fax】 ＋８１－７６－４２９－７００９
【E－Mail】 kawasho@abeam.ocn.ne.jp
【Rep.】 Taizan Kawashima
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９９３ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】５
【Dealing】 Mechanical Components（Iron, Aluminum and Stain-

less Steel）
【Imp.】 Transportation Machinery Parts ; Dehydrator Compo-

nents ; Dust Collector Parts ; Silencers ; Ceramics Parts ;
Damper
（China）

【Overseas office】 China
【PR】１５years of experience at our China plant, for the future

we are working toward a consistent framework for the
importation and sale of machine parts for Japanese prod-
ucts.

KOSHIDA YAKICHI CO., LTD.

１－５－１Otsubomachi, Takaoka－shi, Toyama９３３－０９１８Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２２－１３３０ 【Fax】 ＋８１－７６６－２５－３０１０
【E－Mail】 qq４f８fn９k@peace.ocn.ne.jp
【Rep.】 Shozo Koshida
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９０２ 【Cap.】 ￥７million 【Empl.】８
【Imp.】 Bamboo & Wood Products

（China ; Vietnam）
Charcoal
（Malaysia ; Indonesia）
Aluminium Scoops ; Window Cleaner & Snow Brush
（China）

川田工業株式会社 富山本社

〒９３９－１５９３ 富山県南砺市苗島４６１０
【Tel】０７６３－２２－２１０１ 【Fax】０７６３－２２－５５３０
【E－Mail】 koho@kawada.co.jp
【URL】 http : //www.kawada.co.jp
【代表者名】 川田 忠裕
【業種】 製造業
【設立年】１９２２年 【資本金】９６０１百万円 【従業員数】１１９４人
【取扱商品】 橋梁／鋼構造物
【輸出品目】 橋梁／鋼構造物
【海外事業所】 中国／フィリピン
【自社PR】 海外橋梁の施工、エンジニアリング、システムトラ

ス橋梁の製造支援などにも取り組んでいます。ヒュー
マノイドロボットの実用化、商品化を目指します。

川商株式会社

〒９３９－８２２１ 富山県富山市八日町２４３－１１
【Tel】０７６－４２９－７００８ 【Fax】０７６－４２９－７００９
【E－Mail】 kawasho@abeam.ocn.ne.jp
【代表者名】 川島 泰山
【業種】 卸売業
【設立年】１９９３年 【資本金】１０百万円 【従業員数】５人
【取扱商品】 各種機械部品（鉄・アルミ・ステンレス）

【輸入品目】 各種搬送機器部品／脱水機部品／集塵機部品／消
音機／各種セラミックス張商品／手動式ダンパー弁

（中国）
【海外事業所】 中国
【自社PR】 中国工場１５年の実績あり。今後も日本の製品を基本

に機械部品の製造輸入販売の一貫体制で取り組んでま
いります。

有限会社越田弥吉商店

〒９３３－０９１８ 富山県高岡市大坪町１－５－１
【Tel】０７６６－２２－１３３０ 【Fax】０７６６－２５－３０１０
【E－Mail】 qq４f８fn９k@peace.ocn.ne.jp
【代表者名】 越田 正三
【業種】 卸売業
【設立年】１９０２年 【資本金】７百万円 【従業員数】８人
【輸入品目】 竹製品／木製品

（中国／ベトナム）
木炭
（マレーシア／インドネシア）
アルミスコップ／ウインドークリーナー／スノーブ
ラシ
（中国）
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KUM－KYO

KUMAKI CO., LTD.

９７０－１Akamaru, Fukuoka－machi, Takaoka－shi, Toyama９３９－０１０１
Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－３１－２８１０ 【Fax】 ＋８１－７６６－３１－３３５５
【E－Mail】 kumaki@p２３３２.nsk.ne.jp
【URL】 http : //www.saneikumaki.co.jp
【Rep.】 Kouichi Kumaki
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９６４ 【Cap.】 ￥４５million 【Empl.】１０２
【Dealing】 Construction Materials
【Imp.】 Lumber ; MDF
【PR】 Laminating technology, aluminum－wood composite prod-

ucts

KURATANI CO., LTD.

３４１－１Kataguchi, Imizu－shi, Toyama９３４－００３２Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－８３－７２０１ 【Fax】 ＋８１－７６６－８２－７７２２
【E－Mail】 info@kuratani.co.jp
【URL】 http : //www.kuratani.jp/
【Rep.】 Sumihiro Kuratani
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８９ 【Cap.】 ￥５０million 【Empl.】３６
【Dealing】 Design and Manufacture of Interior/Exterior－use

Aluminium Sheeting for Buildings
【Imp.】 Aluminum Panels ; Steel Plates

（China）
【Overseas office】 Suzhou City, China
【PR】 Design and manufacture of aluminum and steel plating

for interior/exterior use on high－rise and mid/low－rise
buildings. Design, production and sale of daily－life prod-
ucts you can use with confidence which are waste－free
and kind to the global environment.

KYORIN RIMEDIO CO., LTD.

８８５Inami, Nanto－shi, Toyama９３２－０２１１Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－８２－４２７７ 【Fax】 ＋８１－７６３－８２－３７１０
【E－Mail】 trade@kyorin－rmd.co.jp
【URL】 http : //www.kyorin.co.jp
【Rep.】 Kiyoshi Hasegawa
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４７ 【Cap.】 ￥１２００million 【Empl.】２３７
【Exp.】 OTC Eye Drops,etc.

（Taiwan ; Hong Kong ; South Korea）
Medicine
（Taiwan ; Hong Kong ; South Korea ; Malaysia）

【Imp.】 Phamaceutical Raw Materials
（Asia）

【Overseas agency】 Taiwan ; Hong Kong ; South Korea ; Malay-
sia

株式会社クマキ

〒９３９－０１０１ 富山県高岡市福岡町赤丸９７０－１

【Tel】０７６６－３１－２８１０ 【Fax】０７６６－３１－３３５５
【E－Mail】 kumaki@p２３３２．nsk.ne.jp
【URL】 http : //www.saneikumaki.co.jp
【代表者名】 熊木 公一
【業種】 製造業
【設立年】１９６４年 【資本金】４５百万円 【従業員数】１０２人
【取扱商品】 建設資材
【輸入品目】 木材／MDF
【自社PR】 ラミネート技術、アルミ＋木材の複合品

株式会社クラタニ

〒９３４－００３２ 富山県射水市片口３４１－１
【Tel】０７６６－８３－７２０１ 【Fax】０７６６－８２－７７２２
【E－Mail】 info@kuratani.co.jp
【URL】 http : //www.kuratani.jp/
【代表者名】 倉谷 純弘
【業種】 製造業
【設立年】１９８９年 【資本金】５０百万円 【従業員数】３６人
【取扱商品】 ビル用内外装アルミ板金の設計製作

【輸入品目】 アルミ板／鋼板
（中国）

【海外事業所】 中国蘇州市
【自社PR】 高層・中低層ビル内外装に於けるアルミ、スチール

板金の設計製作。又、地球環境に配慮した、無駄なく
安心して使用できる生活用品の企画制作販売。

キョーリンリメディオ株式会社

〒９３２－０２１１ 富山県南砺市井波８８５
【Tel】０７６３－８２－４２７７ 【Fax】０７６３－８２－３７１０
【E－Mail】 trade@kyorin－rmd.co.jp
【URL】 http : //www.kyorin.co.jp
【代表者名】 長谷川 洌
【業種】 製造業
【設立年】１９４７年 【資本金】１２００百万円 【従業員数】２３７人
【輸出品目】 OTC目薬、等

（台湾／香港／韓国）
医薬品
（台湾／香港／韓国／マレーシア）

【輸入品目】 医薬品原料
（アジア）

【代理店の所在国】 台湾／香港／韓国／マレーシア
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KYO－MAR

KYOWA MACHINE CO., LTD.

７９５Toidekasuga, Takaoka－shi, Toyama９３９－１１１２Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－６３－３８０５ 【Fax】 ＋８１－７６６－６３－３８０４
【E－Mail】 h.yoshida@kyowam.co.jp
【URL】 http : //www.kyowam.co.jp
【Rep.】 Hiroaki Yoshida
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７２ 【Cap.】 ￥３０million 【Empl.】５５
【Dealing】 CNC Panel Former
【Exp.】 CNC Panel Former
【PR】 All our metal plate panel benders are AC servomotor

driven, and we hold a number of patents in Japan and
overseas.

MAKER CORPORATION

９６Shimoyoshie, Nanto－shi, Toyama９３９－１５４３Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－２２－２３４９ 【Fax】 ＋８１－７６３－２２－６２７８
【E－Mail】 maker@maker.co.jp
【URL】 http : //www.maker.co.jp
【Rep.】 Haruhiko Gejyo
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７０ 【Cap.】 ￥４２million 【Empl.】６２
【Dealing】 Laminated Lumber
【Imp.】 Lamina

（Sweden）
Spruce
（China）

【Overseas office】 China

MARUWA CHEMICAL CO., LTD.

１６３６－１Nomura, Takaoka－shi, Toyama９３３－００１４Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２２－６６７２ 【Fax】 ＋８１－７６６－２２－２４９４
【E－Mail】 maruwa.co.ltd@e－maruwa.biz
【URL】 http : //www.e－maruwa.biz/
【Rep.】 Hirohisa Kida
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８７ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】３５
【Dealing】７／１０／１３gauged Work Gloves ; Hydro－Bag ; Latex

Gloves ; Non－slip Gloves with Natural Rubber
【Exp.】 P.V.C. Solution for Non－slip Use, Hydro Bags
【Imp.】 Non－slip Gloves ; Non－slip Gloves with Natural Rubber ;

Work Gloves ; Hydro－bags
【Overseas office】 China

協和マシン株式会社

〒９３９－１１１２ 富山県高岡市戸出春日７９５
【Tel】０７６６－６３－３８０５ 【Fax】０７６６－６３－３８０４
【E－Mail】 h.yoshida@kyowam.co.jp
【URL】 http : //www.kyowam.co.jp
【代表者名】 吉田 宏朗
【業種】 製造業
【設立年】１９７２年 【資本金】３０百万円 【従業員数】５５人
【取扱商品】 CNCパネルフォーマー
【輸出品目】 CNCパネルフォーマー
【自社PR】 板金用パネルベンダーはオールACサーボモータ駆動

にて国内外特許多数取得済み

株式会社メーカー

〒９３９－１５４３ 富山県南砺市下吉江９６
【Tel】０７６３－２２－２３４９ 【Fax】０７６３－２２－６２７８
【E－Mail】 maker@maker.co.jp
【URL】 http : //www.maker.co.jp
【代表者名】 下条 晴彦
【業種】 製造業
【設立年】１９７０年 【資本金】４２百万円 【従業員数】６２人
【取扱商品】 造作用集成材／ラッピング集成材
【輸入品目】 ラミナ

（スウェーデン）
スプルス
（中国）

【海外事業所】 中国

丸和ケミカル株式会社

〒９３３－００１４ 富山県高岡市野村１６３６－１
【Tel】０７６６－２２－６６７２ 【Fax】０７６６－２２－２４９４
【E－Mail】 maruwa.co.ltd@e－maruwa.biz
【URL】 http : //www.e－maruwa.biz/
【代表者名】 木田 博久
【業種】 製造業
【設立年】１９８７年 【資本金】１０百万円 【従業員数】３５人
【取扱商品】７G／１０G／１３G軍手／土のう袋／すべり止手袋／蚊

よけ商品
【輸出品目】 すべり止用樹脂／土のう袋
【輸入品目】 すべり止付手袋／ゴム手袋／特紡軍手／土のう袋

【海外事業所】 中国
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MAT－MOR

MATSUI SHOES CO., LTD.

３－３－６Sougawa, Toyama－shi, Toyama９３０－００８３Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２１－７００３ 【Fax】 ＋８１－７６－４２１－６４６９
【Rep.】 Akira Matsui
【T.B.】 Retailer
【Est.】 １９５２ 【Cap.】 ￥１３.６million 【Empl.】１５
【Dealing】 Shoes
【Imp.】 Men's Shoes

（United Kingdom ; Italy）
Ladies' Shoes
（Italy ; Germany ; Spain）

MIYAKI SEISAKUSHO CO., LTD.

１０００Chokeiji, Takaoka－shi, Toyama９３３－０９５１Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２３－８５３９ 【Fax】 ＋８１－７６６－２２－７７３０
【E－Mail】 miyaki－s@miyaki－tec.co.jp
【URL】 http : //www００８.UPP.so－net.ne.jp/miyaki－s/
【Rep.】 Takashi Miyaki
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５５ 【Cap.】 ￥２０million 【Empl.】７０
【Dealing】 Sand Casting Products（Gates ; Fences ; Exterior Fit-

tings）
【Imp.】 Aluminum Casting Fences ; Aluminum Casting Gates ;

Aluminum Casting Parts
【Overseas office】 China
【PR】 We are a company producing a wide range of products

centered on aluminum sand casting products, but also
extending to die－cast and lost－wax cast products. We re-
tain a production capacity of over１０００tons per year with
our automated large size casting line and automated
small product specialty line, and make use of the advan-
tages of sand casting to produce low quantity and multi
－product orders. In２００４we set up a production facility in
China（Miyaki China Huzhou.）, allowing us to supply
products to the internal market there.

MOROHOSHI FREIGHTAGE CO., LTD.

４３０Nishioosawa, Toyama－shi, Toyama９３９－２２２１Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４６８－３３０１ 【Fax】 ＋８１－７６－４６８－３３０２
【E－Mail】 kawai@morohoshi.co.jp
【URL】 http : //www.morohoshi.co.jp
【Rep.】 Shigefumi Morohoshi
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９９５ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】１００
【Dealing】 Packaging, Customs Clearance Service
【Imp.】 Wooden Packing Materials

（China）
【Overseas office】 China

有限会社マツヰ靴店

〒９３０－００８３ 富山県富山市総曲輪３－３－６
【Tel】０７６－４２１－７００３ 【Fax】０７６－４２１－６４６９
【代表者名】 松井 昭
【業種】 小売業
【設立年】１９５２年 【資本金】１３．６百万円 【従業員数】１５人
【取扱商品】 靴小売
【輸入品目】 紳士靴

（英国／イタリア）
婦人靴
（イタリア／ドイツ／スペイン）

株式会社宮木製作所

〒９３３－０９５１ 富山県高岡市長慶寺１０００
【Tel】０７６６－２３－８５３９ 【Fax】０７６６－２２－７７３０
【E－Mail】 miyaki－s@miyaki－tec.co.jp
【URL】 http : //www００８．UPP.so－net.ne.jp/miyaki－s/
【代表者名】 宮木 隆至
【業種】 製造業
【設立年】１９５５年 【資本金】２０百万円 【従業員数】７０人
【取扱商品】 砂鋳物製品（門扉／フェンス／エクステリア部品）
【輸入品目】 アルミ鋳物フェンス／アルミ鋳物門扉／アルミ鋳

物部品

【海外事業所】 中国
【自社PR】 弊社は、アルミ砂型鋳物製品を中心に、ダイキャス

ト・ロストワックス製品まで幅広く、一流建材メーカー
様にOEM供給しています。生産能力としては、大型
自動鋳造ライン、小物専用自動ラインにより、年間
１，０００ton以上を保有しつつ、砂鋳物の有利性を生かし
た少量・多品種生産に対応しています。また、２００４年
に中国生産拠点（湖州宮木室内外飾品有限公司）を設
立し、中国々内における製品供給も可能となっており
ます。

株式会社モロホシフレイテイジ
富山ロジスティックセンター

〒９３９－２２２１ 富山県富山市西大沢４３０
【Tel】０７６－４６８－３３０１ 【Fax】０７６－４６８－３３０２
【E－Mail】 kawai@morohoshi.co.jp
【URL】 http : //www.morohoshi.co.jp
【代表者名】 諸星 重文
【業種】 製造業
【設立年】１９９５年 【資本金】１０百万円 【従業員数】１００人
【取扱商品】 梱包業、通関業
【輸入品目】 木製梱包材

（中国）
【海外事業所】 中国
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NAK－NIP

NAKAX CORPORATION

３３１３－２Takagi, Toyama－shi, Toyama９３０－０１０６Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４３６－５５０２ 【Fax】 ＋８１－７６－４３６－７２６６
【E－Mail】 nakamura.masahiro@sepia.plala.or.jp
【Rep.】 Masahiro Nakamura
【T.B.】 Wholesaler,Retailer
【Est.】 ２００６ 【Empl.】２
【Dealing】 Silicon, Used Car & Heavy Equipment
【Exp.】 Silicon

（China）

NIHONKAI KEISOKU TOKKI CO., LTD.

９７０Akada, Toyama－shi, Toyama９３９－８０６４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２４－４２０１ 【Fax】 ＋８１－７６－４２３－７１８７
【E－Mail】 info@nihonkaikeisoku.co.jp
【URL】 http : //www.nihonkaikeisoku.co.jp
【Rep.】 Shigeru Hirota
【T.B.】 Retailer
【Est.】 １９４７ 【Cap.】 ￥３０million 【Empl.】２２
【Dealing】 Optical Apparatus ; Precision Measurement Appa-

ratus ; Environmental Analysis Apparatus
【PR】 We manufacture Heidenhain counter equipment－Abso-

lute Linear Encoders and Absolute Rotary Encoders.

NIPPON CANVAS CO., LTD.

２８４Yasukawa, Tonami－shi, Toyama９３９－１４３８Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－３７－１１１０ 【Fax】 ＋８１－７６３－３７－８１１８
【E－Mail】 info@nippon－canvas.co.jp
【Rep.】 Katsuhiko Nomura
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 ２００６ 【Cap.】 ￥６６００million 【Empl.】３４
【Dealing】 Dryer Fabric
【Exp.】 Dryer Fabric

（Taiwan ; South Korea）
【Imp.】 Dryer Fabric

（South Korea ; Malaysia）
【Overseas agency】 Taipei, Taiwan ; Seoul, South Korea

ナカックス

〒９３０－０１０６ 富山県富山市高木３３１３－２
【Tel】０７６－４３６－５５０２ 【Fax】０７６－４３６－７２６６
【E－Mail】 nakamura.masahiro@sepia.plala.or.jp
【代表者名】 中村 正弘
【業種】 卸売業、小売業
【設立年】２００６年 【従業員数】２人
【取扱商品】 シリコン／各種中古車輌及び重機類
【輸出品目】 シリコン

（中国）

日本海計測特機株式会社

〒９３９－８０６４ 富山県富山市赤田９７０
【Tel】０７６－４２４－４２０１ 【Fax】０７６－４２３－７１８７
【E－Mail】 info@nihonkaikeisoku.co.jp
【URL】 http : //www.nihonkaikeisoku.co.jp
【代表者名】 廣田 茂
【業種】 小売業
【設立年】１９４７年 【資本金】３０百万円 【従業員数】２２人
【取扱商品】 光学機器／精密測定機器／環境分析機器

【自社PR】 HEIDENHAINのアブソリュート・ロータリーエン
コーダとアブソリュート・リニアエンコーダのカウン
ター装置を製造しています。

日本キャンバス株式会社

〒９３９－１４３８ 富山県砺波市安川２８４
【Tel】０７６３－３７－１１１０ 【Fax】０７６３－３７－８１１８
【E－Mail】 info@nippon－canvas.co.jp
【代表者名】 野村 勝彦
【業種】 製造業
【設立年】２００６年 【資本金】６６００百万円 【従業員数】３４人
【取扱商品】 製紙用ドライヤーカンバス
【輸出品目】 ドライヤーキャンバス

（台湾／韓国）
【輸入品目】 ドライヤーキャンバス

（韓国／マレーシア）
【代理店の所在国】 台湾台北、韓国ソウル
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NIP－NIP

NIPPON CARBON ENGINEERING CO., LTD.

１２２Takauchi, Toyama－shi, Toyama９３９－２２５４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４６７－２３５５ 【Fax】 ＋８１－７６－４６７－３６７６
【E－Mail】 guest@ncek.co.jp
【URL】 http : //www.ncek.co.jp
【Rep.】 Koji Ishikawa
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９６０ 【Cap.】 ￥４８million 【Empl.】５５
【Dealing】 Engineering and Manufacture for Industrial Machin-

ery, Equipment and Systems
【Exp.】 Washing Equipment ; Incidental Equipment for Casting ;

Industrial Equipment
（Asia）

【PR】 NCEK, leading the way with cutting－edge technology,
creating solutions for a new age.

NIPPON GENE CO., LTD.

１－８－７Toiya－machi, Toyama－shi, Toyama９３０－０８３４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４５１－６５４８ 【Fax】 ＋８１－７６－４５１－６５４７
【E－Mail】 info@nippongene.com
【URL】 http : //www.nippongene.com
【Rep.】 Yuko Yoneda
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８２ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】９０
【Dealing】 Reagents
【Exp.】 Agarose

（Belgium）
【Imp.】 Enzymes

（Belgium）

NIPPON PAPER LUMBER CO., LTD.

１－１２Fushikiyata, Takaoka－shi, Toyama９３３－０１２３Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－４５－１５８８ 【Fax】 ＋８１－７６６－４５－１６９９
【URL】 http : //www.np－l.co.jp
【Rep.】 Masahiro Iwabuchi
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９７０ 【Cap.】 ￥４４million 【Empl.】１７７
【Dealing】 Imported Logs ; Lumber ; Woodchips ; Used Paper
【Imp.】 Lumber ; Wood Building Materials ; Pulpwood ; Wood-

chips
【Overseas office】 Canada

日本カーボンエンジニアリング株式会社

〒９３９－２２５４ 富山県富山市高内１２２
【Tel】０７６－４６７－２３５５ 【Fax】０７６－４６７－３６７６
【E－Mail】 guest@ncek.co.jp
【URL】 http : //www.ncek.co.jp
【代表者名】 石川 康治
【業種】 製造業
【設立年】１９６０年 【資本金】４８百万円 【従業員数】５５人
【取扱商品】 産業機械装置設計・製作

【輸出品目】 洗浄装置／鋳造附帯設備／産業装置
（アジア）

【自社PR】 新時代のソリューションを先進の技術で拓く、NCEK

株式会社ニッポンジーン

〒９３０－０８３４ 富山県富山市問屋町１－８－７
【Tel】０７６－４５１－６５４８ 【Fax】０７６－４５１－６５４７
【E－Mail】 info@nippongene.com
【URL】 http : //www.nippongene.com
【代表者名】 米田 祐康
【業種】 製造業
【設立年】１９８２年 【資本金】１０百万円 【従業員数】９０人
【取扱商品】 遺伝子工学用試薬
【輸出品目】 アガロース

（ベルギー）
【輸入品目】 酵素

（ベルギー）

日本製紙木材株式会社 伏木営業所

〒９３３－０１２３ 富山県高岡市伏木矢田１－１２
【Tel】０７６６－４５－１５８８ 【Fax】０７６６－４５－１６９９
【URL】 http : //www.np－l.co.jp
【代表者名】 岩渕 正廣
【業種】 卸売業
【設立年】１９７０年 【資本金】４４百万円 【従業員数】１７７人
【取扱商品】 輸入原木／製材品／チップ／古紙
【輸入品目】 木材／製建材／パルプ材／チップ

【海外事業所】 カナダ
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NOR－RIC

NORTH NIPPON INTERNATIONAL
TRADING COMPANY LIMITED

２－１－１２Tachiide－machi, Toyama－shi, Toyama９３０－００１４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４０７－１５５３ 【Fax】 ＋８１－７６－４０７－１５５６
【E－Mail】 nnitcl@tuba.ocn.on.jp
【Rep.】 Iji Yo
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９９９ 【Cap.】 ￥３００million 【Empl.】４
【Dealing】 Scrap Metal
【Exp.】 Scrap Metal

（China）
【Imp.】 Down Feather ; Flexible Intermediate Bulk Containers

OKAMOTO－SEI CO., LTD.

１－２－３Yokota－machi, Takaoka－shi, Toyama９３３－０８４２Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２４－０２３０ 【Fax】 ＋８１－７６６－２４－１１９７
【E－Mail】 seiuemon@mui.biglobe.ne.jp
【Rep.】 Seiuemon Okamoto
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １７４０ 【Cap.】 ￥２０million 【Empl.】１０
【Dealing】 Fertilizer ; Magnets ; Seaweed
【Imp.】 Fertilizer ; Camellia Oil Meal ; Magnets

（China）
Sea Kelp Meal
（China ; United States）
Neem
（India）

RICHELL CORPORATION

１３６Mizuhashi－sakuragi, Toyama－shi, Toyama９３９－０５９２Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４７８－２１５５ 【Fax】 ＋８１－７６－４７８－５３３５
【URL】 http : //www.richell.co.jp/
【Rep.】 Kouji Hasuike
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９６０ 【Cap.】 ￥６１８million 【Empl.】４６３
【Dealing】Houseware ; Gardening Products ; Pet Products ; Baby

Products ; Exterior Products ; Healthcare Products ;
Environmental Products ; Industrial Parts

【Imp.】 Gardening Products ; Pet Products ; Baby Products ; Ex-
terior Products ; Healthcare Products
（China）

【Overseas office】 China
【PR】 We are makers of general plastic products. Through the

design, development and manufacture of daily life prod-
ucts we offer you a full and comfortable lifestyle.

有限会社北日本貿易インターナショナル

〒９３０－００１４ 富山県富山市館出町２丁目１－１２
【Tel】０７６－４０７－１５５３ 【Fax】０７６－４０７－１５５６
【E－Mail】 nnitcl@tuba.ocn.on.jp
【代表者名】 楊 偉時
【業種】 卸売業
【設立年】１９９９年 【資本金】３００百万円 【従業員数】４人
【取扱商品】 スクラップ非鉄金属
【輸出品目】 スクラップ非鉄金属

（中国）
【輸入品目】 羽毛、フレコンバック

株式会社岡本清右衛門商店

〒９３３－０８４２ 富山県高岡市横田町１丁目２－３
【Tel】０７６６－２４－０２３０ 【Fax】０７６６－２４－１１９７
【E－Mail】 seiuemon@mui.biglobe.ne.jp
【代表者名】 岡本 清右衛門
【業種】 卸売業
【設立年】１７４０年 【資本金】２０百万円 【従業員数】１０人
【取扱商品】 肥料／磁石／海藻
【輸入品目】 肥料／茶実粕／磁石

（中国）
海藻
（中国／USA)
ニーム
（インド）

株式会社リッチェル

〒９３９－０５９２ 富山県富山市水橋桜木１３６
【Tel】０７６－４７８－２１５５ 【Fax】０７６－４７８－５３３５
【URL】 http : //www.richell.co.jp/
【代表者名】 蓮池 浩二
【業種】 製造業
【設立年】１９６０年 【資本金】６１８百万円 【従業員数】４６３人
【取扱商品】 家庭日用品／園芸用品／ペット用品／ベビー用品

／エクステリア用品／介護用品／環境用品／工業用
品

【輸入品目】 園芸用品／ペット用品／ベビー用品／エクステリ
ア用品／介護用品
（中国）

【海外事業所】 中国
【自社PR】 プラスチック製品の総合メーカーです。毎日の暮らし

を彩る製品の企画・開発・製造を通して、皆様の豊か
で快適なライフスタイルを提案します。
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SAN－SAN

SANBIJYUTU CO., LTD.

４－６－３３Naimen, Takaoka－shi, Toyama９３３－０９４１Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２１－６１１２ 【Fax】 ＋８１－７６６－２５－３８５１
【Rep.】 Yoshihiro Kanamori
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７３ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】３８
【Dealing】 Manufacture and sale of aluminum and wooden

frames ;Manufacture and sale of hanging scrolls ;Sale
of other art and craft－related products

【Imp.】 Semifinishied Wooden Frames ; Crystal Paper Weights
【PR】 We often deal with special orders for aluminum/wood

frames

SANKEI NET INC.

２７６Higashiishimaru, Tonami－shi, Toyama９３９－１３０２Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－３２－１０３６ 【Fax】 ＋８１－７６３－３３－２２１７
【E－Mail】 skn@cello.ocn.ne.jp
【URL】 http : //www６.ocn.ne.jp/ sunnet/
【Rep.】 Ikuo Yoshida
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７４ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】２０
【Dealing】 Moscuito Nets ; Mohair
【Imp.】 Mohair
【Overseas office】 China
【PR】 We are a company founded in１９７４as a maker of insect

repellent for sashes. We are also currently involved in
the importation of building materials from Korea and
China, amongst others. We invite you to make use of our
high quality competitive products.

SANKYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

５５Wakasugi, Kamiichimachi, Nakaniikawa－gun, Toyama９３０－
０３１４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４７２－１０１１ 【Fax】 ＋８１－７６－４７２－６７６５
【Rep.】 Ichiro Nishimura
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４２ 【Cap.】 ￥２１３million 【Empl.】２４
【Dealing】 Raw Materials for Drugs
【Imp.】 Chinese Herbal Medicine（Extract of Puerariae Radix）;

Chinese Herbal Medicine（Extract of Syosheiryuto）
（China）

株式会社サン美術工芸

〒９３３－０９４１ 富山県高岡市内免４－６－３３
【Tel】０７６６－２１－６１１２ 【Fax】０７６６－２５－３８５１
【代表者名】 金森 与志浩
【業種】 製造業
【設立年】１９７３年 【資本金】１０百万円 【従業員数】３８人
【取扱商品】 アルミ・木製額の製造販売／掛軸の製造販売／そ

の他美術工芸品販売

【輸入品目】 木製額半製品／クリスタル文鎮
【自社PR】 アルミ・木製額の特注額の注文が多い

株式会社三恵ネット

〒９３９－１３０２ 富山県砺波市東石丸２７６
【Tel】０７６３－３２－１０３６ 【Fax】０７６３－３３－２２１７
【E－Mail】 skn@cello.ocn.ne.jp
【URL】 http : //www６．ocn.ne.jp/ sunnet/
【代表者名】 吉田 育生
【業種】 製造業
【設立年】１９７４年 【資本金】１０百万円 【従業員数】２０人
【取扱商品】 蚊帳／モヘア
【輸入品目】 モヘア
【海外事業所】 中国
【自社PR】 サッシ用防虫メーカーとして１９７４年に設立した会社

ですが、現在、韓国、中国など建材の輸入も手掛けて
おります。価格品質とも競争力のある製品を調達して
おります。ご用命下さい。

株式会社三九製薬

〒９３０－０３１４ 富山県中新川郡上市町若杉５５

【Tel】０７６－４７２－１０１１ 【Fax】０７６－４７２－６７６５
【代表者名】 西村 一郎
【業種】 製造業
【設立年】１９４２年 【資本金】２１３百万円 【従業員数】２４人
【取扱商品】 医薬品原料
【輸入品目】 葛根湯エキス／小青竜湯エキス

（中国）
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SHI－SHO

SHINMORI & CO., LTD.

７４Haoka, Takaoka－shi, Toyama９３３－０９５８Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２１－１０６６ 【Fax】 ＋８１－７６６－２１－０７６２
【E－Mail】 shinmori@k２.dion.ne.jp
【URL】 http : //www.shinmori－ss.co.jp
【Rep.】 Ryoichi Shinmori
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９１６ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】１５
【Dealing】 Foundry Materials
【Exp.】 Foundry Materials

（Indonesia ; Thailand）
【Imp.】 Glass Products

（Czech Republic ; Germany ; U.S.A.）

SHINWA TRADING CO., LTD.

３－３－７Naimen, Takaoka－shi, Toyama９３３－０９４１Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２１－８２９０ 【Fax】 ＋８１－７６６－２１－８３９５
【Rep.】 Naoki Matsuda
【T.B.】 Service Industry
【Est.】 １９８８ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】７
【Exp.】 Sawing Blades ; Buttress Blades

（South Korea ; United States ; China ; France ; India）

SHOWA DENKO KENSO CO., LTD.

３－１Nishinomiyamachi, Toyama－shi, Toyama９３１－８３３５Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４３８－４０８３ 【Fax】 ＋８１－７６－４３８－０９５９
【Rep.】 Ichiro Honma
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８２ 【Cap.】 ￥５０million 【Empl.】４０
【Dealing】 Elastic Wheels
【Exp.】 Elastic Wheels

（Taiwan ; China）

新森商事株式会社

〒９３３－０９５８ 富山県高岡市波岡７４
【Tel】０７６６－２１－１０６６ 【Fax】０７６６－２１－０７６２
【E－Mail】 shinmori@k２．dion.ne.jp
【URL】 http : //www.shinmori－ss.co.jp
【代表者名】 新森 良一
【業種】 卸売業
【設立年】１９１６年 【資本金】１０百万円 【従業員数】１５人
【取扱商品】 鋳造関係総合商社
【輸出品目】 鋳造材料

（インドネシア／タイ）
【輸入品目】 ガラス製品

（チェコ／ドイツ／米国）

新和商事株式会社

〒９３３－０９４１ 富山県高岡市内免３－３－７
【Tel】０７６６－２１－８２９０ 【Fax】０７６６－２１－８３９５
【代表者名】 松田 尚貴
【業種】 サービス業
【設立年】１９８８年 【資本金】１０百万円 【従業員数】７人
【輸出品目】 カッター／のこ刃

（韓国／アメリカ／中国／フランス／インド）

昭和電工研装株式会社

〒９３１－８３３５ 富山県富山市西宮町３－１
【Tel】０７６－４３８－４０８３ 【Fax】０７６－４３８－０９５９
【代表者名】 本間 一郎
【業種】 製造業
【設立年】１９８２年 【資本金】５０百万円 【従業員数】４０人
【取扱商品】 弾性砥石
【輸出品目】 弾性砥石

（台湾／中国）
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SOJ－SUK

SOJITZ CHUBU CO., LTD.

５－１３Sakurabashi－dori, Toyama－shi, Toyama９３０－０００４Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４３２－７１０６ 【Fax】 ＋８１－７６－４３２－７２３２
【URL】 http : //www.sojitz－chubu.com
【Rep.】 Akihiro Takemura
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９９９ 【Cap.】 ￥３００million 【Empl.】３
【Dealing】 Machinery ; General Fixtures as well as Foodstuffs ;

Resin ; Materials ; Commodities ; Metals etc.
【Imp.】 Machine Tools

（Taiwan ; etc.）
【Overseas office】 All Regions of the World
【PR】 We make full use of our general trading capabilities, run-

ning a business that offers a wide range of goods and fa-
cilities.

SUGINO MACHINE LIMITED

２４１０Hongo, Uozu－shi, Toyama９３７－８５１１Japan
【Tel】 ＋８１－７６５－２４－５１１１ 【Fax】 ＋８１－７６５－２４－５０５１
【URL】 http : //www.sugino.com
【Rep.】 Takara Sugino
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９３６ 【Cap.】 ￥２３２５million 【Empl.】７００
【Dealing】 High Pressure Pumps ; Washing Machines ; Drills&

Tap Units ; Machining Centers ; Superolls ; Tube Ex-
panders

【Exp.】 High Pressure Pumps ; Washing Machines
（South Korea ; United States ; China）
Drill Tap Units（China ; United States ; Europe）
Machining Centers（China ; Europe）
Superolls（United States ; South Korea ; Southeast Asia）

【Imp.】 Machine Bases（Thailand）
Motors（Germany）; Ball Screws（Taiwan）

【Overseas office】 United States ; China ; Thailand ; Singapore ;
Czech Republic

【Overseas agency】 Worldwide, excluding Africa and Russia
【PR】 Planning, manufacture, design and sales service for ultra

high pressure, ultra precision technology

SUKENO HOSIERY CO., LTD.

１Kamifusumae, Takaoka－shi, Toyama９３３－８５２７Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２１－１６６１ 【Fax】 ＋８１－７６６－２７－１３２２
【E－Mail】 info@sukeno－kutushita.com
【URL】 http : //www３.ocn.ne.jp/ sukeno－k/
【Rep.】 Masahiro Ono
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９５８ 【Cap.】 ￥１００million 【Empl.】３００
【Dealing】 Socks
【Exp.】 Socks

（United States ; Canada ;Mexico ; Taiwan ; South Korea ;
U.K）
Parts for Knitting Machines
（China ; Thailand）

【Imp.】 Socks（China ; Thailand ; South Korea）
【Overseas office】 China ; Thailand ; United States
【PR】 At our core facility in China, Beijing Kuailu Knitting Co.

Ltd.（a Wholly Foreign－Owned Enterprise）, we have ac-
quired the three main ISO certificates of Quality, Safety
Management and Environment. As aWRAP（Worldwide
Responsible Apparel Product）－recognised plant, we pro-
duce world－class quality socks.

双日中部株式会社 富山支店

〒９３０－０００４ 富山県富山市桜橋通り５－１３
【Tel】０７６－４３２－７１０６ 【Fax】０７６－４３２－７２３２
【URL】 http : //www.sojitz－chubu.com
【代表者名】 竹村 彰啓
【業種】 卸売業
【設立年】１９９９年 【資本金】３００百万円 【従業員数】３人
【取扱商品】機械／設備全般／食料／樹脂／資材／物資／金属等

【輸入品目】 工作機械
（台湾等）

【海外事業所】 世界各地
【自社PR】 総合商社機能を駆使し、幅広い商品、設備等の提案

型営業をします。

株式会社スギノマシン

〒９３７－８５１１ 富山県魚津市本江２４１０
【Tel】０７６５－２４－５１１１ 【Fax】０７６５－２４－５０５１
【URL】 http : //www.sugino.com
【代表者名】 杉野 太加良
【業種】 製造業
【設立年】１９３６年 【資本金】２３２５百万円 【従業員数】７００人
【取扱商品】 高圧ポンプ／バリ取り洗浄機／ドリル・タップユ

ニット／マシニングセンタ／スパロール／チューブ
エキスパンダ

【輸出品目】 高圧ポンプ／バリ取洗浄機
（韓国／アメリカ／中国）
ドリル・タップユニット （中国／アメリカ／欧州）
マシニングセンタ （中国／欧州）
スパロール （アメリカ／韓国／東南アジア）

【輸入品目】 架台（タイ）
モーター（ドイツ）／ボールネジ（台湾）

【海外事業所】 アメリカ／中国／タイ／シンガポール／チェコ

【代理店の所在国】 アフリカ、ロシアを除く全世界
【自社PR】 超高圧・超精密等の超のつく技術を自ら考え、自ら

創り、自ら販売サービスする。

助野靴下株式会社

〒９３３－８５２７ 富山県高岡市上伏間江１
【Tel】０７６６－２１－１６６１ 【Fax】０７６６－２７－１３２２
【E－Mail】 info@sukeno－kutushita.com
【URL】 http : //www３．ocn.ne.jp/ sukeno－k/
【代表者名】 小野 正裕
【業種】 卸売業
【設立年】１９５８年 【資本金】１００百万円 【従業員数】３００人
【取扱商品】 靴下
【輸出品目】 靴下

（アメリカ／カナダ／メキシコ／台湾／韓国／イギ
リス）
機械部品
（中国／タイ）

【輸入品目】 靴下 （中国／タイ／韓国）
【海外事業所】 中国／タイ／アメリカ
【自社PR】 主力の中国工場、北京快鹿織造（有）（独資）は、「品

質」「安全管理」および「環境」の３大ISOを取得。ま
た、WRAP（世界アパレル生産社会責任組織）の認定
工場として世界品質の靴下を生産している。
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TAI－TAK

TAIYOKOSAN CO., LTD.

４－２Shogawahonmachi, Imizu－shi, Toyama９３４－０００３Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－８４－８５５５ 【Fax】 ＋８１－７６６－８２－４１３４
【Rep.】 Sachiko Sasatani
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９５４ 【Cap.】 ￥１６million 【Empl.】１０
【Dealing】 Bricks
【Imp.】 Bricks
【Overseas agency】 China

TAKAGI SEIKO CORPORATION

３２２－３Futazuka, Takaoka－shi, Toyama９３３－８６２８Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２４－５５２２ 【Fax】 ＋８１－７６６－２５－８３０９
【URL】 http : //www.takagi－seiko.co.jp/
【Rep.】 Chiaki Kasai
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５９ 【Cap.】 ￥２０６５million 【Empl.】１２７０
【Dealing】 Production and Sales of Molds and Plastic Parts, etc.

【Overseas office】 China ; Indonesia ; Thailand

TAKAOKA MEG CO., LTD.

５１４－１Kojima, Imizu－shi, Toyama９３９－０２７４Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－５２－２８２５ 【Fax】 ＋８１－７６６－５２－３９４２
【E－Mail】 info@takaokameg.co.jp
【URL】 http : //www.takaokameg.co.jp
【Rep.】 Shinichiro Juni
【T.B.】 Manufacturer
【Cap.】 ￥１７million 【Empl.】１２
【Dealing】 Grinding Wheels ; New Machines ; Used Machines
【Exp.】 Used Machines ; Grinding Wheels

（Taiwan）
【Imp.】 Grinding Wheels ; New Machines ; Bearing Parts

（Taiwan）
【Overseas office】 Taiwan

太陽興産株式会社

〒９３４－０００３ 富山県射水市庄川本町４－２
【Tel】０７６６－８４－８５５５ 【Fax】０７６６－８２－４１３４
【代表者名】 笹谷 幸子
【業種】 卸売業
【設立年】１９５４年 【資本金】１６百万円 【従業員数】１０人
【取扱商品】 煉瓦
【輸入品目】 煉瓦
【代理店の所在国】 中国

株式会社タカギセイコー

〒９３３－８６２８ 富山県高岡市二塚３２２－３
【Tel】０７６６－２４－５５２２ 【Fax】０７６６－２５－８３０９
【URL】 http : //www.takagi－seiko.co.jp/
【代表者名】 笠井 千秋
【業種】 製造業
【設立年】１９５９年 【資本金】２０６５百万円 【従業員数】１２７０人
【取扱商品】 プラスチック製品及びプラスチック成形用金型の

製造、販売等
【海外事業所】 中国／インドネシア／タイ

株式会社タカオカメガ

〒９３９－０２７４ 富山県射水市小島５１４－１
【Tel】０７６６－５２－２８２５ 【Fax】０７６６－５２－３９４２
【E－Mail】 info@takaokameg.co.jp
【URL】 http : //www.takaokameg.co.jp
【代表者名】 十二 慎一郎
【業種】 製造業
【資本金】１７百万円 【従業員数】１２人
【取扱商品】 砥石／機械（工作機械）
【輸出品目】 中古工作機械／研削砥石

（台湾）
【輸入品目】 研削砥石／工作機械／軸受部品

（台湾）
【海外事業所】 台湾
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TAK－TAT

TAKATA LEMNOS INC.

５１１Hayakawa, Takaoka－shi, Toyama９３３－０９５７Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－２４－５７３１ 【Fax】 ＋８１－７６６－２２－８０７１
【E－Mail】 info@lemnos.jp
【URL】 http : //www.lemnos.jp
【Rep.】 Hiroshi Takata
【T.B.】 Manufacturer
【Cap.】 ￥３０million 【Empl.】２６
【Dealing】 Clocks

TAKEOKA AUTO CRAFTS CO., LTD.

５０４－１Anyoji, Toyama－shi, Toyama９３９－８１７７Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２９－２３８１ 【Fax】 ＋８１－７６－４２９－２９１０
【E－Mail】 info@takeoka－m.co.jp
【Rep.】 Eiichi Takeoka
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８３ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】４
【Dealing】 Electric Mini－automobiles
【Imp.】 Automobiles

（India）
【Overseas office】 India
【Overseas agency】 India
【PR】 Electric mini－automobiles

TATEYAMA MACHINE CO., LTD.

３０Shimonoban, Toyama－shi, Toyama９３０－１３０５Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４８３－４１２３ 【Fax】 ＋８１－７６－４８３－４１５０
【Rep.】 Kaneyoshi Miyano
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７０ 【Cap.】 ￥３５４million 【Empl.】３５１
【Exp.】 Machinery Parts

（Malaysia）
【Imp.】 Machinery Parts

（Malaysia ; Thailand）

株式会社タカタレムノス

〒９３３－０９５７ 富山県高岡市早川５１１
【Tel】０７６６－２４－５７３１ 【Fax】０７６６－２２－８０７１
【E－Mail】 info@lemnos.jp
【URL】 http : //www.lemnos.jp
【代表者名】 高田 博
【業種】 製造業
【資本金】３０百万円 【従業員数】２６人
【取扱商品】 時計

株式会社タケオカ自動車工芸

〒９３９－８１７７ 富山県富山市安養寺５０４－１
【Tel】０７６－４２９－２３８１ 【Fax】０７６－４２９－２９１０
【E－Mail】 info@takeoka－m.co.jp
【代表者名】 武岡 栄一
【業種】 製造業
【設立年】１９８３年 【資本金】１０百万円 【従業員数】４人
【取扱商品】 超小型電気自動車
【輸入品目】 自動車

（インド）
【海外事業所】 インド
【代理店の所在国】 インド
【自社PR】 軽４型電気自動車

立山マシン株式会社

〒９３０－１３０５ 富山県富山市下番３０
【Tel】０７６－４８３－４１２３ 【Fax】０７６－４８３－４１５０
【代表者名】 宮野 兼美
【業種】 製造業
【設立年】１９７０年 【資本金】３５４百万円 【従業員数】３５１人
【輸出品目】 機械部品

（マレーシア）
【輸入品目】 機械部品

（マレーシア／タイ）
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TOA－TOB

TOA DENKO CO., LTD.

１２９－１Nakaookubo, Toyama－shi, Toyama９３９－２２４３Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４６７－２９２０ 【Fax】 ＋８１－７６－４６７－２９２２
【E－Mail】 toadenko@hkg.odn.ne.jp
【URL】 http : //www.tdw.co.jp
【Rep.】 Keiichi Tsujita
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４０ 【Cap.】 ￥１８million 【Empl.】５６
【Dealing】Pressure Welding and Turning of Cutting Tools ; Im-

portation and Sale of Machine Parts
【Imp.】 Hydraulic Parts ; Special Serration Bits ; Steel and HSS

Steel Welding Bars ; Steel Chain Parts ; Bearing Cage
Parts（Taiwan）

【Overseas office】 Taiwan
【PR】 We have a７０％ share in the Japanese market in the fric-

tion pressure welding process area of the cutting tools
market. With the brainstorming of new ideas for friction
pressure welding, and the amassing of know－how related
to highly precise stable bonding and good workmanship,
we send out our high quality products to the markets.
In Taiwan we established TOA International Corpora-
tion, where the importation and sale of machine parts is
dealt with.

TOA PHARMACEUTICALS CO., LTD.

２６Sango, Toyama－shi, Toyama９３９－３５４８Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４７８－５１００ 【Fax】 ＋８１－７６－４７８－５１５５
【URL】 http : //www.toayakuhin.co.jp/
【Rep.】 Toshiro Nakai
【T.B.】 Manufacturer
【Cap.】 ￥５６１million 【Empl.】２６８
【Dealing】 Eye Drops ; Eye－wash
【Exp.】 Eye Drops

（Taiwan ; Singapore）
Eye Wash
（Taiwan）

【Imp.】 Aminoethy Sulfonicacid
（China）
Ox Gall Stone
（Argentina）

TOBA SYSTEM CO., LTD.

１－１５Kubohonmachi, Toyama－shi, Toyama９３０－０８４３Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４３３－２１０１ 【Fax】 ＋８１－７６－４３３－１０９５
【URL】 http : //www.toba－system.co.jp
【Rep.】 Kazuo Fujita
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９８７ 【Cap.】 ￥４０million 【Empl.】５８
【Dealing】 Power Saving Control Systems ; Water Quality Im-

provement Agents
【Exp.】 Water Quality Improvement Agents ; Power Saving

Controllers
【Imp.】 Machine Component Processed Goods

（China）
【Overseas office】 China

東亜電工株式会社

〒９３９－２２４３ 富山県富山市中大久保１２９－１
【Tel】０７６－４６７－２９２０ 【Fax】０７６－４６７－２９２２
【E－Mail】 toadenko@hkg.odn.ne.jp
【URL】 http : //www.tdw.co.jp
【代表者名】 辻田 恵一
【業種】 製造業
【設立年】１９４０年 【資本金】１８百万円 【従業員数】５６人
【取扱商品】 切削工具類の圧接ならびに旋削加工。機械部品の

輸入と販売
【輸入品目】 油圧部品／特殊双形バイト／鋼圧接材／チェンの

部品／リテーナ
（台湾）

【海外事業所】 台湾
【自社PR】 国内切削工具の摩擦圧接加工の分野で７０％のシェア

を占める。摩擦圧接一筋に研鑽を重ね、高精度で安定
した接合と仕上げ加工について独自ノウハウを蓄積し、
高品質な製品を世に送り出している。又、台湾に東亜
国際（股）公司を設立し、機械部品の輸入と販売を行っ
ています。

東亜薬品株式会社

〒９３９－３５４８ 富山県富山市三郷２６
【Tel】０７６－４７８－５１００ 【Fax】０７６－４７８－５１５５
【URL】 http : //www.toayakuhin.co.jp/
【代表者名】 中井 敏郎
【業種】 製造業
【資本金】５６１百万円 【従業員数】２６８人
【取扱商品】 目薬／洗眼液
【輸出品目】 目薬

（台湾／シンガポール）
洗眼液
（台湾）

【輸入品目】 タウリン
（中国）
牛黄
（アルゼンチン）

鳥羽システム株式会社

〒９３０－０８４３ 富山県富山市窪本町１－１５
【Tel】０７６－４３３－２１０１ 【Fax】０７６－４３３－１０９５
【URL】 http : //www.toba－system.co.jp
【代表者名】 藤田 和雄
【業種】 製造業
【設立年】１９８７年 【資本金】４０百万円 【従業員数】５８人
【取扱商品】 省電力コントロールシステム／水質改善剤

【輸出品目】 水質改善剤／省電力コントローラ

【輸入品目】 機械部品加工物
（中国）

【海外事業所】 中国
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TOH－TOM

TOHO INDUSTRIAL CO., LTD.

５２６Shimoumezawa, Namerikawa－shi, Toyama９３６－０８５７Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４７５－０２２２ 【Fax】 ＋８１－７６－４７５－８８６９
【URL】 http : //www.tohogp.co.jp/
【Rep.】 Daisuke Saito
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４８ 【Cap.】 ￥３０million 【Empl.】１２０
【Exp.】 Ball Bearing Cages
【Overseas office】 Poland
【PR】 We have established a new production system of４parts

from one sheet of material（burr－free blanking）as a base.
（This reduces costs and is kind to the environment.）

TOIDE KASEI CO., LTD.

４１４Toidenisibukanaya, Takaoka－shi, Toyama９３９－１１１４Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－６３－５１５２ 【Fax】 ＋８１－７６６－６３－５１９９
【E－Mail】 t.takahata@h－tkc.co.jp
【URL】 http : //h－tkc.co.jp/
【Rep.】Toshio Takahata
【T.B.】Manufacturer
【Est.】１９７７ 【Cap.】 ￥５０million 【Empl.】９５
【Dealing】 Aluminum Sash Parts ; Resin Parts
【Imp.】 Aluminum Sash Parts
【Overseas agency】 South Korea
【PR】 We have implemented a comprehensive system of design

and prototype development of plastic parts, from mold
manufacture to mass production. We are a company that
has obtained ISO９００１and１４００１certification, capable of
injecting molding and２－color molding in jobs from２０to
３００tons.

TOME CO., LTD.

１２５Tachi, Nanto－shi, Toyama９３９－１６７６Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－５３－２３７７ 【Fax】 ＋８１－７６３－５３－０１６６
【E－Mail】 ikeda@tome.co.jp
【URL】 http : //www.tome.co.jp
【Rep.】Minoru Ikeda
【T.B.】Retailer
【Est.】１９８５ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】６５
【Dealing】 Accessories
【Imp.】 Accessories

（China）
Clothes
（China ; Thailand）
Miscellaneous Goods
（Bali（Indonesia））

東邦工業株式会社

〒９３６－０８５７ 富山県滑川市下梅沢５２６
【Tel】０７６－４７５－０２２２ 【Fax】０７６－４７５－８８６９
【URL】 http : //www.tohogp.co.jp/
【代表者名】 斉藤 大助
【業種】 製造業
【設立年】１９４８年 【資本金】３０百万円 【従業員数】１２０人
【輸出品目】 玉軸受保持器
【海外事業所】 ポーランド
【自社PR】１材４型番の「かえり無しブランク法」をベースに新生

産システムを確立（コストダウンと環境に優しい方式）

戸出化成株式会社

〒９３９－１１１４ 富山県高岡市戸出西部金屋４１４
【Tel】０７６６－６３－５１５２ 【Fax】０７６６－６３－５１９９
【E－Mail】 t.takahata@h－tkc.co.jp
【URL】 http : //h－tkc.co.jp/
【代表者名】 高畑 敏夫
【業種】 製造業
【設立年】１９７７年 【資本金】５０百万円 【従業員数】９５人
【取扱商品】 アルミサッシパーツ及び樹脂部品
【輸入品目】 アルミサッシ部品
【代理店の所在国】 韓国
【自社PR】 プラスチック部品の設計、試作、金型制作から量産ま

で一貫体制を実施。２０ton～３００ton射出成形機を有し、
二色成形もこなすISO９００１、１４００１取得企業。

株式会社時女

〒９３９－１６７６ 富山県南砺市舘１２５
【Tel】０７６３－５３－２３７７ 【Fax】０７６３－５３－０１６６
【E－Mail】 ikeda@tome.co.jp
【URL】 http : //www.tome.co.jp
【代表者名】 池田 稔
【業種】 小売業
【設立年】１９８５年 【資本金】１０百万円 【従業員数】６５人
【取扱商品】 アクセサリー
【輸入品目】 アクセサリー

（中国）
アパレル
（中国／タイ）
雑貨
（バリ（インドネシア））
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TOY－TSU

TOYAMA PLANT FUJIYAKUHIN CO., LTD.

６８２Itakura Fuchu－machi, Toyama－shi, Toyama９３９－２７２１Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４６５－３２４０ 【Fax】 ＋８１－７６－４６５－３２４１
【URL】 http : //www.fujiyakuhin.co.jp/
【Rep.】 Masayuki Takayanagi
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５４ 【Cap.】 ￥３１４million 【Empl.】３９２１
【Dealing】 Pharmaceuticals
【Exp.】 Adhesive Gel Sheet（South Korea）
【Imp.】 Plastic Bottles（China）
【PR】 Fuji Yakuhin expands delivery business of household

drug, "Haichi Yaku", and drug store chain business
through all over Japan, and our core business is manu-
facturing, sales and R&D of pharmaceutical products.
At Toyama plant, we manufacture various kinds of OTC
drugs sush as digestive medicine, cold medicine and eye
－drop. We continuously challenge to manufacture new
products. At Toyama Plant No.２，wemanufacture ampule,
vial, freeze－drying injectable formulation for ethical use
with one of the newest and sophisticated manufacturing
facilities. We also extensively contract manufacturing of
ethical product and formulation design, manufacturing
of preclinical/clinical investigational drug and stability
test related to new drug development.

TOYOX CO., LTD.

４３７１Maezawa, Kurobe－shi, Toyama９３８－８５８５Japan
【Tel】 ＋８１－７６５－５２－４７２８ 【Fax】 ＋８１－７６５－５４－１０５２
【E－Mail】 world@toyox.co.jp
【URL】 http : //www.toyox.co.jp
【Rep.】 Masashi Miyamura
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】１９６９ 【Cap.】 ￥９８.８million 【Empl.】２９１
【Dealing】 Plastic Pressure Hoses
【Exp.】 Plastic Pressure Hoses ; Hose Connectors

（Thailand ; China ; Indonesia）
【Imp.】 Hose Clamps ; Pipes ; Industrial Detergent（Germany）
Hose Nozzles（China ; Taiwan）
【Overseas office】 Thailand ; Shanghai－China
【Overseas agency】 China ; Indonesia ; Malaysia ; etc.
【PR】 We develop hoses and fittings for various applications in-

cluding factory equipment, factory fixtures and plumbing,
construction, architecture, residential housing fixture
equipment and domestic use. We also present to you our
smooth－running general transport system.

TSUZUKI CO., LTD.

３８８Miyamori, Tonami－shi, Toyama９３９－１４０６Japan
【Tel】 ＋８１－７６３－３７－２１０１ 【Fax】 ＋８１－７６３－３７－２０７７
【E－Mail】 yutaka.fujie@tuzuki.com
【URL】 http : //www.tuzuki.co.jp
【Rep.】 Kaoru Kokuryo
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７２ 【Cap.】 ￥７８million 【Empl.】６０
【Dealing】 Aluminum－ware for Building
【Imp.】 LLH－baseMetal Fittings ; Support Rail Base Posts ; Eave

Support Poles ; Adjustment Liners

株式会社富士薬品 富山工場

〒９３９－２７２１ 富山県富山市婦中町板倉６８２
【Tel】０７６－４６５－３２４０ 【Fax】０７６－４６５－３２４１
【URL】 http : //www.fujiyakuhin.co.jp/
【代表者名】 高柳 昌幸
【業種】 製造業
【設立年】１９５４年 【資本金】３１４百万円 【従業員数】３９２１人
【取扱商品】 医薬品
【輸出品目】 Fシート （韓国）
【輸入品目】 希釈ボトル （中国）
【自社PR】 富士薬品は、配置薬、ドラッグストアを全国展開し、

医薬品の販売、製造、研究開発事業を柱に事業展開し
ています。富山工場では、胃腸薬、かぜ薬、目薬等さ
まざまな一般薬を製造し、さらに新しい製品づくりに
挑戦しています。第二工場では、世界でも有数の注射
薬製造設備を有し、アンプル剤、バイアル剤、凍結乾
燥製剤の製造を行っています。また、製剤設計から前
臨床、治験薬の製造、安定性試験まで幅広く受託業務
を行っています。

株式会社トヨックス

〒９３８－８５８５ 富山県黒部市前沢４３７１
【Tel】０７６５－５２－４７２８ 【Fax】０７６５－５４－１０５２
【E－Mail】 world@toyox.co.jp
【URL】 http : //www.toyox.co.jp
【代表者名】 宮村 正司
【業種】 製造業
【設立年】１９６９年 【資本金】９８．８百万円 【従業員数】２９１人
【取扱商品】 樹脂製耐圧ホース
【輸出品目】 樹脂製耐圧ホース／ホース接続具

（タイ／中国／インドネシア）
【輸入品目】 ホースバンド／パイプ／工業用洗剤 （ドイツ）

散水ノズル （中国／台湾）
【海外事業所】 タイ／中国上海市
【代理店の所在国】 中国／インドネシア／マレーシア他
【自社PR】 工場機器、工場設備配管、建設・建築、住宅設備機器

用、家庭用など様々な用途に対応したホースと継手の
開発をし、総合的な流体輸送システムとしご提案させ
ていただいております。

株式会社ツヅキ 砺波工場

〒９３９－１４０６ 富山県砺波市宮森３８８
【Tel】０７６３－３７－２１０１ 【Fax】０７６３－３７－２０７７
【E－Mail】 yutaka.fujie@tuzuki.com
【URL】 http : //www.tuzuki.co.jp
【代表者名】 国領 薫
【業種】 製造業
【設立年】１９７２年 【資本金】７８百万円 【従業員数】６０人
【取扱商品】 ビル用アルミ製品
【輸入品目】 LLH足元金具／手摺用ベースポスト／庇用サポー

トポール／調整ライナー
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UCH－UOG

UCHIYAMA MEDICINE CO.,LTD.

１０－１２Nishikumonmyo－machi, Toyama－shi, Toyama９３９－８００３Ja-
pan
【Tel】 ＋８１－７６－４２１－１５６５ 【Fax】 ＋８１－７６－４２１－４４１２
【Rep.】 Jyuji Abe
【T.B.】 Manufacturer,Wholesaler
【Est.】 １９５０ 【Cap.】 ￥２４million 【Empl.】２０
【Dealing】 Medicine
【Exp.】 Painkillers ; Chinese StomachMedicine ; Eye Drops ; Ex-

ternal－use Ointment
（Southeast Asia）

UNIVERSAL JAPAN CO., LTD.

１５７Bunden, Fuchu－machi, Toyama－shi, Toyama９３９－２７１８ Ja-
pan
【Tel】 ＋８１－７６－４６６－２５５２ 【Fax】 ＋８１－７６－４６６－３５６９
【E－Mail】 info@universal－ Japan.co.jp
【URL】 http : //www.universal－ Japan.co.jp
【Rep.】 Yukio Nakada
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １９９７ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】４
【Dealing】 Imported Building Materials
【Imp.】 Flooring

（China）
Fixtures and Fittings
（United States ; China）
Brick Tiles
（South Korea）
Wood Stoves
（United States ; Canada）

【Overseas office】 South Korea

UOGISHI SEIKI INTERACTIVE

１１８－１Kitatakagi, Imizu－shi, Toyama９３９－０２８１Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－５２－５２２２ 【Fax】 ＋８１－７６６－５２－５２２３
【E－Mail】 uogishi@uogishi.co.jp
【URL】 http : //www.uogishi.co.jp
【Rep.】 Tsutomu Uogishi
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９６９ 【Cap.】 ￥３０million 【Empl.】５６
【Dealing】 Mold Manufacture
【Exp.】 Molds

（Thailand）
【Imp.】 Mold Parts

（Thailand）
【Overseas office】 Thailand
【PR】 Manufacturer of large－size die cast metallic molds

株式会社内山薬品商会

〒９３９－８００３ 富山県富山市西公文名町１０－１２
【Tel】０７６－４２１－１５６５ 【Fax】０７６－４２１－４４１２
【代表者名】 阿部 重二
【業種】 製造業、卸売業
【設立年】１９５０年 【資本金】２４百万円 【従業員数】２０人
【取扱商品】 医薬品
【輸出品目】 鎮痛鎮痒剤／漢方胃腸薬／点眼薬／外用軟膏

（東南アジア）

株式会社ユニバーサルジャパン

〒９３９－２７１８ 富山県富山市婦中町分田１５７
【Tel】０７６－４６６－２５５２ 【Fax】０７６－４６６－３５６９
【E－Mail】 info@universal－japan.co.jp
【URL】 http : //www.universal－japan.co.jp
【代表者名】 中田 幸男
【業種】 卸売業
【設立年】１９９７年 【資本金】１０百万円 【従業員数】４人
【取扱商品】 輸入建築資材
【輸入品目】 床材

（中国）
建具
（アメリカ／中国）
擬石
（韓国）
暖炉／薪ストーブ
（アメリカ／カナダ）

【海外事業所】 韓国

魚岸精機産業株式会社

〒９３９－０２８１ 富山県射水市北高木１１８－１
【Tel】０７６６－５２－５２２２ 【Fax】０７６６－５２－５２２３
【E－Mail】 uogishi@uogishi.co.jp
【URL】 http : //www.uogishi.co.jp
【代表者名】 魚岸 力
【業種】 製造業
【設立年】１９６９年 【資本金】３０百万円 【従業員数】５６人
【取扱商品】 金型製造
【輸出品目】 金型

（タイ）
【輸入品目】 金型（部品）

（タイ）
【海外事業所】 タイ国
【自社PR】 大形サイズのダイカスト金型製造。
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UOZ－WAS

UOZU CORDAGE CO., LTD.

２５６Ogawaji, Uozu－shi, Toyama９３７－００２２Japan
【Tel】 ＋８１－７６５－３１－６０００ 【Fax】 ＋８１－７６５－３１－６００５
【Rep.】 Teruro Oiwake
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９４６ 【Cap.】 ￥２０million 【Empl.】５０
【Dealing】 Synthetic Ropes for Fishing and Shipping;

Shimenawa Ropes（Synthetic/Hemp）
【Exp.】 Rope

（Taiwan）
Rope
（United States）

WAKABAYASHI PAPER SALES CO., LTD.

２－５Shirogane－cho, Toyama－shi, Toyama９３０－００４８Japan
【Tel】 ＋８１－７６－４２３－１１４８ 【Fax】 ＋８１－７６－４２４－０９０９
【E－Mail】 general@kamiwaka.co.jp
【URL】 http : //www.kamiwaka.co.jp
【Rep.】 Keisuke Wakabayashi
【T.B.】 Wholesaler
【Est.】 １８７３ 【Cap.】 ￥２０million 【Empl.】２１
【Dealing】 Fine and Industrial Papers
【Imp.】 Duplex Boards
【PR】 Specialized in the distribution of paperboards for the

manufacturing of pharmacentical and cosmetic packages.

WASHI BEAM CO., LTD.

５２５Fukutarokke, Takaoka－shi, Toyama９３３－０３１３Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－３１－００２１ 【Fax】 ＋８１－７６６－３１－１４０３
【Rep.】 Minoru Ono
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７１ 【Cap.】 ￥１００１million 【Empl.】２１５
【Dealing】 Alloy Wheels
【Exp.】 Alloy Wheels

（United Kingdom ; Germany ; United States ; Taiwan ;
etc.

【PR】 Most of our products are passenger vehicle wheels made
from aluminum alloy. However, unlike most other com-
panies, who make their wheels using a casting method,
our alloy wheels are forged. This process results in
wheels lighter than those created by casting, and also re-
sults in superior strength. The magnesium wheels used
by Ferrari, Toyota, Honda and other Formula１teams on
their vehicles are also made using our company's unique
forging process.

株式会社魚津製網所

〒９３７－００２２富山県魚津市小川寺２５６
【Tel】０７６５－３１－６０００ 【Fax】０７６５－３１－６００５
【代表者名】 追分 輝郎
【業種】 製造業
【設立年】１９４６年 【資本金】２０百万円 【従業員数】５０人
【取扱商品】 水産・船舶用合繊ロープ／しめ縄（合繊・麻）

【輸出品目】 鮪縄
（台湾）
投縄
（米国）

株式会社若林商店

〒９３０－００４８ 富山県富山市白銀町２－５
【Tel】０７６－４２３－１１４８ 【Fax】０７６－４２４－０９０９
【E－Mail】 general@kamiwaka.co.jp
【URL】 http : //www.kamiwaka.co.jp
【代表者名】 若林 啓介
【業種】 卸売業
【設立年】１８７３年 【資本金】２０百万円 【従業員数】２１人
【取扱商品】 洋紙／板紙
【輸入品目】 コートボール
【自社PR】 医薬品、化粧品用パッケージ製造のための白板紙の

流通

ワシマイヤー株式会社

〒９３３－０３１３ 富山県高岡市福田六家５２５
【Tel】０７６６－３１－００２１ 【Fax】０７６６－３１－１４０３
【代表者名】 小野 稔
【業種】 製造業
【設立年】１９７１年 【資本金】１００１百万円 【従業員数】２１５人
【取扱商品】 軽合金車両ホイール
【輸出品目】 軽合金車両ホイール

（イギリス／ドイツ／アメリカ／台湾等）

【自社PR】 弊社の商品はほとんどがアルミ合金乗用車用ホイー
ルであるが、同じアルミホイールでも他社のほとんど
が鋳造製なのに対し、弊社のものは鍛造製であり、鋳
造製よりも軽く、強度的にも優れている。又、フェラー
リ、トヨタ、ホンダなどのF１チーム車両用のマグネ
シウム製ホイールも弊社独自の鍛造方法にて製造され
たものである。
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YAM－YON

YAMASAN FOOD PROCESSING
INDUSTRIAL CO., LTD.

３１９７Kurokawa, Imizu－shi, Toyama９３９－０３１１Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－５６－４８６６ 【Fax】 ＋８１－７６６－５６－１１５０
【E－Mail】 info@yamasanfood.co.jp
【URL】 http : //www.yamasanfood.co.jp
【Rep.】 Hiroyasu Fujioka
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９７５ 【Cap.】 ￥６０million 【Empl.】１５０
【Dealing】 Bamboo Shoots, Osmunds, etc.
【Imp.】 Bamboo Shoots ; Osmunds ; Chestnuts（China）
【PR】 Our company is widely known for the manufacture of "

Yamasan Wild Vegetables", processed wild vegetable
food products which make use of Nature's bounty. With
our motto "quality products from quality ingredients",
we are world pioneers, directly importing wild vegeta-
bles from China and putting our energy into ensuring the
very best quality ingredients. Our Chinese staff have
opened up a procurement route for fresh materials and
deal with issues such as production streamlining. Our
product range contains over２０００different items. More-
over, in order to allow us to best meet our clients' needs,
we have a supply system in place that allows us to obtain
what we want, when we want it, and in the quantity we
want.

YKK AP INC

２００Yoshida, Kurobe－shi, Toyama９３８－８６１０Japan
【Tel】 ＋８１－７６５－５４－８８８８ 【Fax】 ＋８１－７６５－５７－０３１２
【URL】 http : //www.ykkap.co.jp
【Rep.】 Tadahiro Yoshida
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５７ 【Cap.】 ￥１００００million 【Empl.】１３６００
【Dealing】 Building Material Products for Residential Housing

/Other Buildings
【Exp.】 Building Materials Parts

（China）
【Imp.】 Aluminum

（Australia ; Brazil）
Building Materials Parts
（China）

【Overseas office】 United States ; China ; Taiwan ; Singapore ;
Indonesia

YONEDA CO., LTD.

３８５Matsunoki, Imizu－shi, Toyama９３４－００５２Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－８４－２４８１ 【Fax】 ＋８１－７６６－８２－６３８０
【E－Mail】 yoneda@sepia.ocn.ne.jp
【URL】 http : //b－yoneda.com
【Rep.】 Takahiko Yoneda
【T.B.】 Manufacturer
【Est.】 １９５４ 【Cap.】 ￥１０million 【Empl.】２０
【Dealing】 Rice Biscuits
【Exp.】 Rice Biscuits
【PR】 Manufacture of rice biscuits（"Shiroebi"）which do not

contain chemical flavorings or food additives

ヤマサン食品工業株式会社

〒９３９－０３１１ 富山県射水市黒河３１９７
【Tel】０７６６－５６－４８６６ 【Fax】０７６６－５６－１１５０
【E－Mail】 info@yamasanfood.co.jp
【URL】 http : //www.yamasanfood.co.jp
【代表者名】 藤岡 洋保
【業種】 製造業
【設立年】１９７５年 【資本金】６０百万円 【従業員数】１５０人
【取扱商品】 竹の子、ぜんまい等
【輸入品目】 竹の子／ぜんまい／天津甘栗 （中国）
【自社PR】 当社は、自然の恵みを生かした山菜加工食品をつく

る「山菜のヤマサン」として広く知られています。
「良い製品は良い素材から」をモットーに、業界に先
駆けて中国産の山菜を直輸入し、大量かつ良質の原料
確保に力を注いでいます。中国人スタッフによる新素
材の調達ルート開拓、現地生産の効率化等にも取り組
み、当社における商品群は約２，０００種を数えています。
また、欲しいものを、欲しいときに、欲しい量だけを
取引先のニーズに応じた供給体制をとっています。

YKK AP株式会社 黒部事業所

〒９３８－８６１０ 富山県黒部市吉田２００
【Tel】０７６５－５４－８８８８ 【Fax】０７６５－５７－０３１２
【URL】 http : //www.ykkap.co.jp
【代表者名】 �田 忠裕
【業種】 製造業
【設立年】１９５７年【資本金】１０，０００百万円【従業員数】１３６００人
【取扱商品】 住宅・ビル建材商品

【輸出品目】 建材部品
（中国）

【輸入品目】 アルミ地金
（オーストラリア／ブラジル）
建材部品
（中国）

【海外事業所】 アメリカ／中国／台湾／シンガポール／インドネ
シア

株式会社米田

〒９３４－００５２ 富山県射水市松木３８５
【Tel】０７６６－８４－２４８１ 【Fax】０７６６－８２－６３８０
【E－Mail】 yoneda@sepia.ocn.ne.jp
【URL】 http : //b－yoneda.com
【代表者名】 米田 隆彦
【業種】 製造業
【設立年】１９５４年 【資本金】１０百万円 【従業員数】２０人
【取扱商品】 米菓
【輸出品目】 米菓
【自社PR】 食品添加物、化学調味料を使用しない米菓（しろえび）

の製造
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YOS

YOSHIDA CO., LTD.

６５０－１Shinkaihotu, Imizu－shi, Toyama９３９－０２８４Japan
【Tel】 ＋８１－７６６－５２－４１１６ 【Fax】 ＋８１－７６６－５２－５４５２
【E－Mail】 info@fe－yosida.co.jp
【URL】 http : //www.fe－yosida.co.jp
【Rep.】 Shunpei Yoshida
【T.B.】 Manufacturer
【Cap.】 ￥２０million 【Empl.】２５
【Dealing】 Steel Scrap ; Nonferrous Metal Scrap
【Exp.】 Scrap Items ; Miscellaneous Items

株式会社ヨシダ

〒９３９－０２８４ 富山県射水市新開発６５０－１
【Tel】０７６６－５２－４１１６ 【Fax】０７６６－５２－５４５２
【E－Mail】 info@fe－yosida.co.jp
【URL】 http : //www.fe－yosida.co.jp
【代表者名】 吉田 俊平
【業種】 製造業
【資本金】２０百万円 【従業員数】２５人
【取扱商品】 鉄スクラップ、非鉄スクラップ
【輸出品目】 鉄屑／雑品
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