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A. L. M. T. Corp. TOYAMA WORKS

2 Iwase−Koshi−machi, Toyama−shi, Toyama  931−8543 Japan
【Tel】　+81−76−437−1954　　【Fax】　+81−76−437−7462
【E−Mail】　masahiro−sawayama@allied−material.co.jp
【URL】　http://www.allied−material.co.jp
【Rep.】　Shoji Yamada
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1958　　【Cap.】　¥2670million　　【Empl.】　265
【Items】　 Tungsten powder, molybdenum powder, and 

processed metal products
【Exp.】　 Tungsten powder

 （United States）
Tungsten carbide powder
（South Korea）
Tungsten sheets

【Imp.】　 Tungsten oxide and ammonium para tungsten
 （China）
Molybdenum powder
（United States and China）

ALSYS CO., LTD.

1554−19 Nakanomyo, Fuchu−machi, Toyama−shi, Toyama 939−
2741 Japan
【Tel】　+81−76−482−5500　　【Fax】　+81−76−482−5501
【E−Mail】　alsys−eg@alsys−eg.co.jp
【URL】　http://www.alsys−eg.co.jp
【Rep.】　Hitoshi Tamura
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1999　　【Cap.】　¥33million　　【Empl.】　21
【Items】　Conveyors for general industrial applications
【Imp.】　Conveyors and manipulators

（China）
【Overseas office】　Thailand
【PR】　 We design, manufacture, and deliver custom−made 

equipment responding to each customer’s individual 
needs. Our main customers are companies that own 
aluminum extruding equipment.

ART

12 Asobukawahara, Nanto−shi, Toyama 939−1622 Japan
【Tel】　+81−763−52−1120　　【Fax】　+81−763−52−3247
【Rep.】　Hiroyuki Ishizaki
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1986　　【Cap.】　¥24million　　【Empl.】　3
【Items】　Wooden beds
【Imp.】　Bed frames

（China）

ALM−ART
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株式会社アライドマテリアル

〒931−8543　富山県富山市岩瀬古志町2
【Tel】　076−437−1954　　　【Fax】　076−437−7462
【E−Mail】　masahiro−sawayama@allied−material.co.jp
【URL】　http://www.allied−material.co.jp
【代表者名】　山田　正二
【業種】　製造業
【設立年】　1958年【資本金】　2670百万円【従業員数】　265人
【取扱商品】　 タングステン粉末／モリブデン粉末／金属加工製

品
【輸出品目】　タングステン粉末
　　　　　　（アメリカ）

タングステンカーバイド粉末
（韓国）
タングステン板

【輸入品目】　酸化タングステン／パラタングステン酸アンモン
（中国）
モリブデン粉末
（アメリカ／中国）

株式会社アルシス

〒939−2741　富山県富山市婦中町中名1554−19

【Tel】　076−482−5500　　　【Fax】　076−482−5501
【E−Mail】　alsys−eg@alsys−eg.co.jp
【URL】　http://www.alsys−eg.co.jp
【代表者名】　田村　淳
【業種】　製造業
【設立年】　1999年【資本金】　33百万円【従業員数】　21人
【取扱商品】　一般産業用搬送機械
【輸入品目】　コンベヤ／マニプレータ　

（中国）
【海外事業所】　タイ
【自社PR】　 当社は客先のニーズに合せ一品一様で都度設計し設

備を納入しているメーカーであり、メインの納入先
はアルミ製品押出設備を保有している会社です。

アート工芸株式会社

〒939−1622　富山県南砺市遊部川原12
【Tel】　0763−52−1120　　　【Fax】　0763−52−3247
【代表者名】　石﨑　博之
【業種】　卸売業
【設立年】　1986年【資本金】　24百万円【従業員数】　3人
【取扱商品】　木製ベッド
【輸入品目】　ベッドフレーム
　　　　　　（中国）
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ASAHISHOYU

863 Mizushima, Oyabe−shi, Toyama 932−0102 Japan
【Tel】　+81−766−61−2014　　【Fax】　+81+766−61−3099
【E−Mail】　asahi_ss0218@live.jp
【Rep.】　Shiro Shinooka
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1919　　【Cap.】　¥12million　　【Empl.】　12
【Items】　Soy sauce and soybean paste
【Exp.】　Processed soy sauce

BONORU

3−27 Nano−cho, Toyama−shi, Toyama 939−8232 Japan
【Tel】　+81−76−429−8003　　【Fax】　+81−76−429−8830
【Rep.】　TakeoHiyoshi
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1982　　【Cap.】　¥5million　　【Empl.】　11
【Imp.】　Sanitary shorts 

（China）

CHUBU KOEI CO., LTD.

1720−1 Shimoaso, Takaoka−shi, Toyama  939−1272 Japan
【Tel】　+81−766−36−8860　　【Fax】　+81−766−36−8861
【E−Mail】　ckchubuk@chubukoei.co.jp
【URL】　http://www.chubukoei.co.jp
【Rep.】　Yoshinobu Kawahata
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1975　　【Cap.】　¥20million　　【Empl.】　15
【Items】　Electronic industrial materials
【Exp.】　Tools, lubricants, and machines

（China）
【Overseas office】　China

ASA−CHU
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旭醤油味噌株式会社

〒932−0102　富山県小矢部市水島863
【Tel】　0766−61−2014　　　【Fax】　0766−61−3099
【E−Mail】　asahi_ss0218@live.jp
【代表者名】　筱岡　志郎
【業種】　製造業
【設立年】　1919年【資本金】　12百万円【従業員数】　12人
【取扱商品】　しょう油／みそ
【輸出品目】　しょう油加工品

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
【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】　11人
【輸入品目】　生理ショーツ 
　　　　　　（中国）

中部工営株式会社

〒939−1272　富山県高岡市下麻生1720−1
【Tel】　0766−36−8860　　　【Fax】　0766−36−8861
【E−Mail】　ckchubuk@chubukoei.co.jp
【URL】　http://www.chubukoei.co.jp
【代表者名】　川畑　泰宣
【業種】　卸売業
【設立年】　1975年【資本金】　20百万円【従業員数】　15人
【取扱商品】　電子工業用資材
【輸出品目】　工具／潤滑剤／機械
　　　　　　（中国）
【海外事業所】　中国
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CHUBU SEKKEI CO., LTD.

10−2 Honmachi, Toyama−shi, Toyama 930−0029 Japan
【Tel】　+81−76−442−4161　　【Fax】　+81−76−441−3704
【E−Mail】　cs−consul@chubu−sekki.co.jp
【Rep.】　Hisashi Nakase
【T.B.】　Service Industry
【Est.】　1965　　【Cap.】　¥40million　　【Empl.】　28
【Items】　 Management consultant （mainly on environmental 

issues） and building/facility design

CHUJYO

875 Bakurohonmachi, Takaoka−shi, Toyama 933−0935 Japan
【Tel】　+81−766−24−5624　　【Fax】　+81−766−24−5632
【E−Mail】　chujyo@kamuipro.co.jp
【Rep.】　Kaichi Chujyo
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1972　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　15
【Exp.】　Golf clubs and golf bags
【Imp.】　 Golf club heads, golf club grips, golf bags, and golf 

club head covers
【Overseas agency】　South Korea

CHUMOKU CO., LTD.

793 Tanaka, Nanto−shi, Toyama 939−1704 Japan
【Tel】　+81−763−52−2808　　【Fax】　+81−763−52−6366
【URL】　http://www.chumoku.co.jp
【Rep.】　AkihikoNishimura
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1947　　【Cap.】　¥84 .7million　　【Empl.】　148
【Items】　 Russian logs, American/Canadian logs, Russian 

wood products, and American/Canadian wood 
products

【Imp.】　 Russian logs and Russian wood products
（Russia）
American/Canadian logs and American/Canadian 
wood products
（United States and Canada）

CHU−CHU
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株式会社中部設計

〒930−0029　富山県富山市本町10番2号
【Tel】　076−442−4161　　　【Fax】　076−441−3704
【E−Mail】　cs−consul@chubu−sekki.co.jp
【代表者名】　中瀬　壽
【業種】　サービス業
【設立年】　1965年【資本金】　40百万円【従業員数】　28人
【取扱商品】　 経営コンサルタント（主として環境）／建築・設

備設計

株式会社中条

〒933−0935　富山県高岡市博労本町875
【Tel】　0766−24−5624　　　【Fax】　0766−24−5632
【E−Mail】　chujyo@kamuipro.co.jp
【代表者名】　中条　佳市
【業種】　製造業
【設立年】　1972年【資本金】　10百万円【従業員数】　15人
【輸出品目】　ゴルフクラブ／キャディーバッグ
【輸入品目】　 ゴルフクラブヘッド／グリップ／キャディーバッ

グ／ヘッドカバー
【代理店の所在国】　韓国

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
【URL】　http://www.chumoku.co.jp
【代表者名】　西村　亮彦
【業種】　卸売業
【設立年】　1947年【資本金】　84.7百万円【従業員数】　148人
【取扱商品】　 ロシア材原木／米加材原木／ロシア材製品／米加

材製品

【輸入品目】　ロシア材丸太／ロシア材製品
　　　　　　（ロシア）

米加材丸太／米加材製品
（アメリカ／カナダ）

−　　−22 −　　−



COSMOS CORPORATION

501 Kamibukuro, Toyama−shi, Toyama 939−8071 Japan
【Tel】　+81−76−422−8185　　【Fax】　+81−76−422−8201
【E−Mail】　cosmos@po1.ctt.ne.jp
【Rep.】　Mikihito Yamashita
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1991　　【Cap.】　¥50million　　【Empl.】　4
【Items】　Plastic films, used auto parts, and organic fertilizers

【Exp.】　Used auto parts
（Russia and Philippines）
Used cars
（Kenya and Papua New Guinea）

【Imp.】　Stretch films
（Malaysia）
Bat guano fertilizer
（Philippines）

DAITO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

326 Yokamachi, Toyama−city, Toyama 939−8221 Japan
【Tel】　+81−76−421−5665　　【Fax】　+81−76−421−6006
【E−Mail】　info@daitonet.co.jp
【URL】　http://www.daitonet.co.jp
【Rep.】　Shinjiro Sasayama
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1942　　【Cap.】　¥1437million　　【Empl.】　429
【Items】　Pharmaceutical raw materials and precription drugs
【Exp.】　Azelastine HCl

（Europe and United States）
【Overseas office】　United States

DAIWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

2−3−5 Shimo−okui, Toyama−shi, Toyama 930−0817 Japan
【Tel】　+81−76−441−2788　　【Fax】　+81−76−433−7916
【URL】　http://www.daiwa−pharma.co.jp
【Rep.】　Kyoji Omachi
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1956　　【Cap.】　¥98million　　【Empl.】　85
【Items】　Active pharmaceutical ingredients

COS−DAI
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有限会社コスモスコーポレーション

〒939−8071　富山県富山市上袋501番地
【Tel】　076−422−8185　　　【Fax】　076−422−8201
【E−Mail】　cosmos@po1.ctt.ne.jp
【代表者名】　山下　幹仁
【業種】　卸売業
【設立年】　1991年【資本金】　50百万円【従業員数】　4人
【取扱商品】　 プラスチックフィルム／中古自動車部品／有機質

肥料
【輸出品目】　中古自動車部品

（ロシア／フィリピン）
中古自動車
（ケニア／パプアニューギニア）

【輸入品目】　ストレッチフィルム
（マレーシア）
バットグアノ
（フィリピン）

ダイト株式会社

〒939−8221　富山県富山市八日町326番地
【Tel】　076−421−5665　　　【Fax】　076−421−6006
【E−Mail】　info@daitonet.co.jp
【URL】　http://www.daitonet.co.jp
【代表者名】　笹山　眞治郎
【業種】　製造業
【設立年】　1942年【資本金】　1437百万円【従業員数】　429人
【取扱商品】　医薬品原料／医療用医薬品
【輸出品目】　塩酸アゼラスチン
　　　　　　（欧米）
【海外事業所】　アメリカ

大和薬品工業株式会社

〒930−0817　富山県富山市下奥井2−3−5
【Tel】　076−441−2788　　　【Fax】　076−433−7916
【URL】　http://www.daiwa−pharma.co.jp
【代表者名】　大間知　恭二
【業種】　製造業
【設立年】　1956年【資本金】　98百万円【従業員数】　85人
【取扱商品】　医薬品原薬
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DIAMOND ENGINEERING CO., LTD.

1−7−22 Shakado, Uozu−shi, Toyama 937−0067 Japan
【Tel】　+81−765−24−5670　　【Fax】　+81−765−23−9210
【E−Mail】　ymotoi@diamond−eng.co.jp
【Rep.】　Katsuhiko Maeda
【T.B.】　Constructor
【Est.】　1969　　【Cap.】　¥90million　　【Empl.】　180
【Items】　Steel making machinery
【Exp.】　Steel making equipment

（China and South Korea）
【Imp.】　Steel structures and roller tables

（China）
Ladle transfer cars for molten iron
（South Korea）

【Overseas office】　China
【PR】　 We have extensive experience in design, production, 

and the import/export of steel making equipment.

FUGEN CORPORATION

3−3−10 Showamachi, Takaoka−shi, Toyama 933−0946 Japan
【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.】　MasaharuShinoda
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1947　　【Cap.】　¥90million　　【Empl.】　150
【Items】　 Nonferrous materials and secondary iron/steel 

products
【Exp.】　Copper & brass coils 

（Thailand）
【Imp.】　Aluminum sheets

（South Korea）
Copper busbars
（Thailand）

【Overseas offices】　Hong Kong and Thailand

FUJIMORI

186 Kitajima, Takaoka−shi, Toyama 933−0831 Japan
【Tel】　+81−766−21−0955　　【Fax】　+81−766−21−0965
【E−Mail】　fitness@fujimori−r.com
【URL】　http://fujimori−r.com/
【Rep.】　Hideaki Fujimori
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1962　　【Cap.】　¥40million　　【Empl.】　21
【Items】　Bicycles and fitness equipment
【Imp.】　 Bicycles, treadmills, exercise bikes, and strength 

machines
（Taiwan and China）

【PR】　 General sales agency for SPORTSART and REMARK 
brand products in Japan

DIA−FUJ
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ダイヤモンドエンジニアリング株式会社

〒937−0067　富山県魚津市釈迦堂1−7−22
【Tel】　0765−24−5670　　　【Fax】　0765−23−9210
【E−Mail】　ymotoi@diamond−eng.co.jp
【代表者名】　前田　勝彦
【業種】　建設業
【設立年】　1969年【資本金】　90百万円【従業員数】　180人
【取扱商品】　製鉄関連機械
【輸出品目】　製鉄関連設備

（中国／韓国）
【輸入品目】　架構／ローラーテーブル

（中国）
溶鉄鍋搬送台車
（韓国）

【海外事業所】　中国
【自社PR】　 製鉄関連設備の設計、製作、及び輸出入の面で多く

の実績を持っています。

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】　150人
【取扱商品】　非鉄素材／非鉄原料／鉄鋼二次製品

【輸出品目】　伸銅条
（タイ）

【輸入品目】　アルミ板
（韓国）
銅帯
（タイ）

【海外事業所】　香港／タイ

株式会社フジモリ

〒933−0831　富山県高岡市北島186
【Tel】　0766−21−0955　　　【Fax】　0766−21−0965
【E−Mail】　fitness@fujimori−r.com
【URL】　http://fujimori−r.com/
【代表者名】　藤森　秀章
【業種】　卸売業
【設立年】　1962年【資本金】　40百万円【従業員数】　21人
【取扱商品】　自転車／フィットネス機器
【輸入品目】　 自転車／トレッドミル／フィットネスバイク／ス

トレングスマシーン
（台湾／中国）

【自社PR】　 スポーツアート、リマークブランド製品の国内総発
売元
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FUKUDA FOODS INDUSTRIAL CO., LTD.

891 Kawakaminaka, Nanto−shi, Toyama 939−1876 Japan
【Tel】　+81−763−64−2021　　【Fax】　+81−763−64−2023
【E−Mail】　fukuda.t@fukudafoods.co.jp
【URL】　http://www.fukudafoods.co.jp
【Rep.】　TetsuhiroFukuda
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1976　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　49
【Items】　 Daigaku−imo （Japanese caramel ized sweet 

potatoes）, chawanmushi （steamed egg hotchpotch）, 
soft−drinks, etc.

【Exp.】　Daigaku−imo （Japanese caramelized sweet potatoes）
【Imp.】　Sweet potato French fries

FUKUZYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.

48 Hagiwara, Toyama−shi, Toyama 939−8261 Japan
【Tel】　+81−76−429−1151　　【Fax】　+81−76−429−6553
【URL】　http://www.fkj.co.jp
【Rep.】　TeruoKosugi
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1950　　【Cap.】　¥60million　　【Empl.】　62
【Exp.】　Pyrimethamine 

（Switzerland; Canada; United States）
【PR】　 Commissioned processing of pharmaceutical bulk 

powder pulverization （GMP: Good Manufacturing 
Practice）

HARIHARA FURNITURE

25 Gohyakkoku, Tateyama−machi, Nakaniikawa−gun, Toyama 
930−0214 Japan
【Tel】　+81−76−463−0527　　【Fax】　+81−76−463−0530
【E−Mail】　harihara@rapid.ocn.ne.jp
【Rep.】　ShinjiHarihara
【T.B.】　Retailer
【Est.】　1965　　【Empl.】　6
【Items】　Furniture; bed frames; household altars
【Imp.】　 Household altars, votive objects & ritual articles for 

shrines, bed frames, dining sets, and low tables

FUK−HAR

１６

１７

１８

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
【E−Mail】　fukuda.t@fukudafoods.co.jp
【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】　49人
【取扱商品】　大学ポテト／茶碗蒸し／清涼飲料／その他

【輸出品目】　大学いも
【輸入品目】　フライドスィートポテト

福寿製薬株式会社

〒939−8261　富山県富山市萩原48番地
【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】　62人
【輸出品目】　ピリメタミン

（スイス／カナダ／アメリカ）
【自社PR】　医薬品原末微粉砕受託（GMP）

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
【設立年】　1965年【従業員数】　6人
【取扱商品】　家具一般／ベッドフレーム／神棚類
【輸入品目】　 神棚／神殿・神具／ベッドフレーム／食堂セット

／座敷テーブル
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HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.
2−1 Yasuuchi, Yatsuo−machi, Toyama−shi, Toyama 939−2393 
Japan
【Tel】　+81−76−455−9111　　【Fax】　+81−76−455−9142
【URL】　http://www.hitachi−kokusai.co.jp
【Rep.】　Shoichiro Izumi
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1989　　【Cap.】　¥10100million　　【Empl.】　2600
【Items】　Semiconductor manufacturing equipment
【Exp.】　 Vertical oxidizing/diffusing equipment and vertical 

LPCVD equipment
（United States, South Korea, Taiwan, and China）
Single wafer MMT plasma nitriding equipment
（South Korea and United States）
Ashing devices （Taiwan）

【Imp.】　 Jacket heaters, pipe fittings, and O−rings （United 
States）
Pumps （United Kingdom）

【Overseas offices】　 United States, Germany, Taiwan, China, 
and South Korea

【PR】　 We supply companies worldwide with asher equipment 
for removing resist, as well as film forming equipment 
to grow insulating films and metal films required for 
making electronic devices such as transistors on silicon 
wafers in semiconductor device manufacturing 
processes. In particular, the batch−type vertical 
diffusing/oxidizing CVD （Chemical Vapor Deposition） 
systems, which can process 50−100 wafers at one time, 
are characterized by highly−uniform processing, high−
throughput performance, and space−saving design. 
These systems are employed by leading manufacturers 
of MPUs, DRAMs, and Flash devices. They boast a 40−
percent share of the world market in this field.

HOKURIKU PORT SERVICE CO., LTD.

380 Higashiiwaseniikawacho, Toyama−shi, Toyama 931−8355 
Japan
【Tel】　+81−76−438−1261　　【Fax】　+81−76−438−1262
【Rep.】　Hideo Kaji
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1967　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　40
【Items】　Mix metal scraps
【Exp.】　Mix metal scraps

（China）

HOKURIKU YOSINAKA INC.

22 Shimooigo, Fukuokamachi, Takaoka−shi, Toyama 939−0121 
Japan
【Tel】　+81−766−64−3031　　【Fax】　+81−766−64−4457
【E−Mail】　hytoyama@eagle.ocn.ne.jp
【URL】　http://www.hokuriku−yosinaka.co.jp
【Rep.】　Akira Shiba
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1967　　【Cap.】　¥40million　　【Empl.】　50
【Items】　 Strip steel , hardened steel strips, and loom 

accessories （flat healds and droppers）
【Exp.】　Flat healds

（China, Taiwan, etc.）
Droppers
（Taiwan, etc.）
Strip steel
（Thailand, etc.）
Hardened steel strips
（Malaysia, etc.）

HIT−HOK

１９

２０
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株式会社日立国際電気　富山事業所
〒939−2393　富山県富山市八尾町保内2−1

【Tel】　076−455−9111【Fax】　076−455−9142
【URL】　http://www.hitachi−kokusai.co.jp
【代表者名】　泉　昭一郎
【業種】　製造業
【設立年】1989年　【資本金】10100百万円　【従業員数】2600人
【取扱商品】　半導体製造装置
【輸出品目】　縦型酸化・拡散装置／縦型ＬＰＣＶＤ装置

（アメリカ／韓国／台湾／中国）
枚葉式ＭＭＴプラズマ窒化装置
（韓国／アメリカ）
アッシング装置（台湾）

【輸入品目】　ジャケットヒータ／継手／ Oリング（アメリカ）
　　　　　　ポンプ（イギリス）

【海外事業所】　アメリカ／ドイツ／台湾／中国／韓国

【自社PR】　 弊社は、半導体デバイス製造工程でシリコンウェー
ハにトランジスタ等の素子を作り込むための絶縁膜
や金属膜を成長させる成膜装置やレジストを除去す
るアッシャ装置を全世界に提供しています。特に
バッチ式（一度にウェーハ50−100枚を処理する方式）
の 縦 型 拡 散・ 酸 化・CVD（Chemical Vapor 
Deposition）装置は、高均一性・高スループット・
小設置面積の特徴があり、MPU・DRAM・Flashデ
バイスのトップメーカに採用され、この分野では世
界シェアの40％を得ています。

北陸ポートサービス株式会社

〒931−8355　富山県富山市東岩瀬新川町380
【Tel】　076−438−1261　　　【Fax】　076−438−1262
【代表者名】　加治　秀夫
【業種】　製造業
【設立年】　1967年【資本金】　10百万円【従業員数】　40人
【取扱商品】　非鉄スクラップ
【輸出品目】　非鉄スクラップ
　　　　　　（中国）

株式会社北陸ヨシナカ　富山工場

〒939−0121　富山県高岡市福岡町下老子22
【Tel】　0766−64−3031　　　【Fax】　0766−64−4457
【E−Mail】　hytoyama@eagle.ocn.ne.jp
【URL】　http://www.hokuriku−yosinaka.co.jp
【代表者名】　柴　章
【業種】　製造業
【設立年】　1967年【資本金】　40百万円【従業員数】　50人
【取扱商品】　みがき特殊帯鋼／焼入帯鋼／織機附属品（フラッ
トヘルド／ドロッパー）

【輸出品目】　フラットヘルド
（中国／台湾／他）
ドロッパー
（台湾／他）
みがき特殊帯鋼
（タイ／他）
焼入帯鋼
（マレーシア／他）
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HOKUTOMI CO., LTD.

6−2−12 Mukaishinjo−machi, Toyama−shi, Toyama 930−0916 
Japan
【Tel】　+81−76−451−8686　　【Fax】　+81−76−451−8688
【E−Mail】　99w25n29k@bridgc.ocn.ne.jp
【URL】　http://www18.ocn.ne.jp/~praise/INDEX.html
【Rep.】　MasahikoMasuda
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1999　　【Cap.】　¥9 .55million　　【Empl.】　26
【Items】　 Hydralic equipment, fixed−volume vane pumps, and 

variable−volume vane pumps
【Exp.】　Vane pumps
【Overseas agency】　South Korea

IMPORT−KURABI

16−16 Kutsukake, Kurobe−shi, Toyama 938−0013 Japan
【Tel】　+81−765−54−2862　　【Fax】　+81−765−57−5024
【E−Mail】　kurabi@mint.ocn.ne.jp
【URL】　http://kurabi.ftw.jp
【Rep.】　Michiyo Nakamura
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1995　　【Empl.】　1
【Items】　 Wooden toys（made in Germany）and Greek olive 

oil
【Imp.】　Wooden toys

（Germany）
【PR】　 We import wooden toys made in Germany. The 

material used in making these toys is American 
southern pine lumber. This lumber is so durable and 
strong, it is used for wooden roller coasters and 
bowling alleys. With their exquisite woody texture, 
these toys also serve as interior decoration.

ISHISAKIKAGU

6758 Fukumitsu, Nanto−shi, Toyama 939−1610 Japan
【Tel】　+81−763−52−0445　　【Fax】　+81−763−52−5073
【Rep.】　Yuse Ishizaki
【T.B.】　Manufacturer,Wholesaler
【Est.】　1963　　【Cap.】　¥24million　　【Empl.】　30
【Items】　Wooden beds and cribs
【Imp.】　Wood

（United States and Canada）
【PR】　 Having acquired a Japanese safety （S） mark 

certification, we manufacture safe cribs.

HOK−ISH

２２

２３

２４

有限会社ホクトミ

〒930−0916　富山県富山市向新庄町6−2−12

【Tel】　076−451−8686　　　【Fax】　076−451−8688
【E−Mail】　99w25n29k@bridgc.ocn.ne.jp
【URL】　http://www18.ocn.ne.jp/~praise/INDEX.html
【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】　26人
【取扱商品】　油圧ポンプ　

【輸出品目】　油圧ポンプ　
【代理店の所在国】　韓国

インポート蔵美

〒938−0013　富山県黒部市沓掛16−16
【Tel】　0765−54−2862　　　【Fax】　0765−57−5024
【E−Mail】　kurabi@mint.ocn.ne.jp
【URL】　http://kurabi.ftw.jp
【代表者名】　中村　美知代
【業種】　卸売業
【設立年】　1995年【従業員数】　1人
【取扱商品】　ドイツ製木製玩具／ギリシャ産オリーブオイル

【輸入品目】　木製玩具
（ドイツ）

【自社PR】　 耐久性と強度に優れ、木製ジェットコースター、ボー
リング場のレーンなどに使用されているアメリカ産
サザンパイン材で作ったドイツ製木製玩具を輸入し
ています。木目が非常に美しく、インテリアになる
玩具です。

石﨑家具株式会社

〒939−1610　富山県南砺市福光6758
【Tel】　0763−52−0445　　　【Fax】　0763−52−5073
【代表者名】　石﨑　雄世
【業種】　製造業、卸売業
【設立年】　1963年【資本金】　24百万円【従業員数】　30人
【取扱商品】　木製ベッド／ベビーベッド
【輸入品目】　木材

（アメリカ／カナダ）
【自社PR】　 日本国内の安全マーク（S）の取得による安全なベ

ビーベッドの製造
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IWATA KNITT CO., LTD.

103 Nodera, Oyabe−shi, Toyama 932−0813 Japan
【Tel】　+81−766−67−6600　　【Fax】　+81−766−67−3238
【Rep.】　Yutaka Iwata
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1970　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　22
【Items】　 Cloth （knit goods for clothing and industrial 

material）
【Exp.】　Cloth

（China）
【Imp.】　Original yarn

（South Korea）
【PR】　 Equipped with unique machinery, including a double 

tricot machine and a 40−gauge tricot machine, we are 
engaged in the production and development of 
products.

IZUMOYA CO., LTD.

8−3 Honmachi, Oyabe−shi, Toyama 932−0057 Japan
【Tel】　+81−766−67−0503　　【Fax】　+81−766−68−1616
【E−Mail】　izumoya@titan.ocn.ne.jp
【Rep.】　Masao Hayashi
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1965　　【Cap.】　¥20million　　【Empl.】　13
【Items】　Tatami Omote
【Imp.】　Tatami Omote and Tatami Heri
【Overseas office】　China
【Overseas agency】　China

JAKLIN CO., LTD.

15−8 Nishioizumi, Toyama−shi, Toyama 939−8096 Japan
【Tel】　+81−76−422−9540　　【Fax】　+81−76−422−9760
【E−Mail】　toshiki.w@j−c.co.jp
【URL】　http://www.j−c.co.jp
【Rep.】　HidekiWakabayashi
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1989　　【Cap.】　¥80million　　【Empl.】　10
【Items】　Cashmere knit products
【Exp.】　Yarn 
【Imp.】　Cashmere knit
【Overseas office】　China
【PR】　 We specialize in weft−knitted cashmere fabric and deal 

in a large number of products with intarsia knitting 
patterns.

IWA−JAK

２５

２６
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岩田ニット株式会社

〒932−0813　富山県小矢部市野寺103
【Tel】　0766−67−6600　　　【Fax】　0766−67−3238
【代表者名】　岩田　豊
【業種】　製造業
【設立年】　1970年【資本金】　10百万円【従業員数】　22人
【取扱商品】　反物（ニット製品−衣料資材、工業資材）

【輸出品目】　反物
（中国）

【輸入品目】　原糸
　　　　　　（韓国）
【自社PR】　 ダブルトリコット機、40ゲージトリコット機等、特

徴のある機械を設備し、生産･開発を行っている。

株式会社いづもや

〒932−0057　富山県小矢部市本町8−3
【Tel】　0766−67−0503　　　【Fax】　0766−68−1616
【E−Mail】　izumoya@titan.ocn.ne.jp
【代表者名】　林　正夫
【業種】　卸売業
【設立年】　1965年【資本金】　20百万円【従業員数】　13人
【取扱商品】　畳表
【輸入品目】　畳表／畳縁
【海外事業所】　中国
【代理店の所在国】　中国

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】　toshiki.w@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】　1989年【資本金】　80百万円【従業員数】　10人
【取扱商品】　カシミヤニット製品
【輸出品目】　原糸
【輸入品目】　カシミヤニット
【海外事業所】　中国
【自社PR】　 カシミヤの横編みニットに特化した形で事業を営ん

でいます。インターシャという柄を編みこんだ商品
を数多く扱っています。
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KAJIMEIKU CO., LTD.

10−1 Furujozuka, Takaoka−shi, Toyama 933−0054 Japan
【Tel】　+81−766−23−3322　　【Fax】　+81−766−23−7732
【URL】　http://www.kajimeiku.com/
【Rep.】　Koichi Kaji
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1950
【Items】　Rainwear and workwear
【Imp.】　Rainwear and workwear

KINOSHITA FOODS CO., LTD.

190 Kinoshitashin, Uozu−shi, Toyama 937−0011 Japan
【Tel】　+81−765−24−8800　　【Fax】　+81−765−24−7970
【Rep.】　Kouji Kinoshita
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1974　　【Cap.】　¥45million　　【Empl.】　49
【Items】　 Konjac, tokoroten （jelly−like seaweed noodles）, and 

natto （fermented soybeans）
【Imp.】　Konjac and agar−agar
【Overseas office】　China
【Overseas agency】　China
【PR】　 Our products made using Japanese methods are highly 

appreciated both within Japan and overseas.

KOSHIDA YAKICHI CO., LTD.

1−5−1 Otsubomachi, Takaoka−shi, Toyama 933−0918 Japan
【Tel】　+81−766−22−1330　　【Fax】　+81−766−25−3010
【E−Mail】　qq4f8fn9k@peace.ocn.ne.jp
【Rep.】　ShozoKoshida
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1902　　【Cap.】　¥7million　　【Empl.】　3
【Items】　 Bamboo products, wooden products, charcoal, straw 

hats, and household goods
【Imp.】　 Bamboo products, wooden products, charcoal, and 

commodities

KAJ−KOS

２８

２９
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株式会社カジメイク

〒933−0054　富山県高岡市古定塚10−1
【Tel】　0766−23−3322　　　【Fax】　0766−23−7732
【URL】　http://www.kajimeiku.com/
【代表者名】　鍛冶　功一
【業種】　製造業
【設立年】　1950年
【取扱商品】　レインウェア／作業衣料
【輸入品目】　レインウェア／作業衣料

株式会社木下食品

〒937−0011　富山県魚津市木下新190
【Tel】　0765−24−8800　　　【Fax】　0765−24−7970
【代表者名】　木下　耕二
【業種】　製造業
【設立年】　1974年【資本金】　45百万円【従業員数】　49人
【取扱商品】　コンニャク／トコロ天／納豆

【輸入品目】　コンニャク／天草
【海外事業所】　中国
【代理店の所在国】　中国
【自社PR】　 日本での製法と同じもので製造された製品は内外で

高い評価を受けている。

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】　3人
【取扱商品】　竹製品／木製品／木炭／帽子／日用雑貨

【輸入品目】　竹製品／木製品／木炭／日用雑貨
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K−Y CORPORATION

1F, Tamai Bldg. 8−8 Nakagawahonmachi, Takaoka−shi, 
Toyama 933−0046 Japan
【Tel】　+81−766−27−8175　　【Fax】　+81−766−27−8176
【E−Mail】　mac_kubo@nifty.com
【URL】　http://www.kawada.co.jp
【Rep.】　Tatsuro Kubo
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　2002　　【Cap.】　¥3million　　【Empl.】　8
【Items】　 Construction machinery parts ,  agricultural 

equipment parts, etc.
【Exp.】　Steel castings

（Italy）
【Imp.】　 Iron castings, steel castings, stainless steel, ceramics, 

lost−wax products, etc.
【Overseas office】　China（Shanghai）
【PR】　 Through comprehensive QCD assurance, including 

productivity analysis of parts/components that meet 
user needs, we provide low−cost, high−quality 
products. 

LIN INTERNATIONAL CO., LTD.

1−2−52 Toiyamachi, Toyama−shi, Toyama 930−0834 Japan
【Tel】　+81−76−451−0088　　【Fax】　+81−76−451−0097
【E−Mail】　info@lin−international.co.jp
【URL】　http://www.lin−international.co.jp
【Rep.】　Lin Guangli
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1996　　【Cap.】　¥20million　　【Empl.】　24
【Items】　Food, stone, molds, LED products, etc.
【Imp.】　Food （dried foodstuffs）, stone, and molds
【Overseas office】　China

MARUBUN TSUSYO CO., LTD.

247−41 Youkamachi, Toyama−shi, Toyama 939−8221 Japan
【Tel】　+81−76−429−7194　　【Fax】　+81−76−429−3277
【URL】　http://www.lin−international.co.jp
【Rep.】　Nagaaki Sakata
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1948　　【Cap.】　¥1000million　　【Empl.】　250
【Items】　 Medical equipment and physical and chemical 

analysis equipment
【Exp.】　 Universal testing machines and gas chromatography 

equipment
（China）

KYC−MAR
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有限会社ケー・ワイ商事

〒933−0046　富山県高岡市中川本町8−8玉井ビル1Ｆ

【Tel】　0766−27−8175　　　【Fax】　0766−27−8176
【E−Mail】　mac_kubo@nifty.com
【URL】　http://www.kawada.co.jp
【代表者名】　久保　達郎
【業種】　卸売業
【設立年】　2002年【資本金】　3百万円【従業員数】　8人
【取扱商品】　建設機械用部品／農機具用部品／他
【輸出品目】　鋳鋼品
　　　　　　（イタリア）
【輸入品目】　 鋳鉄品／鋳鋼品／ステンレス／セラミックス／ロ

ストワックス品／他

【海外事業所】　中国（上海）
【自社PR】　 ユーザーニーズに合致した部品の生産性検討～

Q.C.D迄の一貫保証により安価で高品質製品の供給
を致します。

株式会社林インターナショナル

〒930−0834　富山県富山市問屋町1丁目2番52号
【Tel】　076−451−0088　　　【Fax】　076−451−0097
【E−Mail】　info@lin−international.co.jp
【URL】　http://www.lin−international.co.jp
【代表者名】　林　広麗
【業種】　卸売業
【設立年】　1996年【資本金】　20百万円【従業員数】　24人
【取扱商品】　食品／石材／金型／ LED／他
【輸入品目】　食品(乾物)／石材／金型
【海外事業所】　中国

丸文通商株式会社

〒939−8221　富山県富山市八日町247−41
【Tel】　076−429−7194　　　【Fax】　076−429−3277
【URL】　http://www.marubun−tsusyo.co.jp
【代表者名】　酒田　長昭
【業種】　卸売業
【設立年】　1948年【資本金】　1000百万円【従業員数】　250人
【取扱商品】　医療機器／理化学分析機器

【輸出品目】　オートグラフ／ガスクロマトグラフ
　　　　　　（中国）
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MARUMASU KIKAI CO., LTD.

2 Wakasugi, Kamiichimachi, Nakaniikawa−gun, Toyama 930−
0314 Japan
【Tel】　+81−76−472−2233　　【Fax】　+81−76−473−9100
【E−Mail】　y−hirano@marumasu.co.jp
【URL】　http://www.marumasu.co.jp
【Rep.】　Haruchika Hirano
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1950　　【Cap.】　¥89 .6million　　【Empl.】　52
【Items】　Rice polishing machines
【Exp.】　Rice polishing machines

（South Korea, China, Thailand, and Vietnam）
【PR】　 We have a wide range of experience in exporting rice 

polishing systems _ from those for farms to those for 
storefronts. Specialized machines for Indica rice are 
also available.

MARUWA CHEMICAL CO., LTD.

1636−1 Nomura, Takaoka−shi, Toyama 933−0014 Japan
【Tel】　+81−766−22−6672　　【Fax】　+81−766−22−2494
【URL】　http://www.e−maruwa.biz/
【Rep.】　HirohisaKida
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1988　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　30
【Items】　 Work gloves, non−slip gloves, water−absorbing 

sandbags, and other disaster suipplies
【Exp.】　 Acrylic resin, PVC resin, silicon resin, and water−

absorbing sandbags
【Imp.】　Work gloves and non−slip gloves
【Overseas office】　China

MATSUI SHOES CO., LTD.

3−3−6 Sougawa, Toyama−shi, Toyama 930−0083 Japan
【Tel】　+81−76−421−7003　　【Fax】　+81−76−421−6469
【Rep.】　AkiraMatsui
【T.B.】　Retailer
【Est.】　1952　　【Cap.】　¥16million　　【Empl.】　10
【Items】　Men's/women's shoes
【Imp.】　Women's shoes

（Italy and Germany）

MAR−MAT

３４

３５

３６

マルマス機械株式会社

〒930−0314　富山県中新川郡上市町若杉2

【Tel】　076−472−2233　　　【Fax】　076−473−9100
【E−Mail】　y−hirano@marumasu.co.jp
【URL】　http://www.marumasu.co.jp
【代表者名】　平野　治親
【業種】　製造業
【設立年】　1950年【資本金】　89.6百万円【従業員数】　52人
【取扱商品】　精米機
【輸出品目】　精米機

（韓国／中国／タイ／ベトナム）
【自社PR】　 農村向けから店頭用まで幅広い精米システムの輸出

実績あり。またロングライス専用機も用意しており
ます。

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
【URL】　http://www.e−maruwa.biz/
【代表者名】　木田　博久
【業種】　製造業
【設立年】　1988年【資本金】　10百万円【従業員数】　30人
【取扱商品】　 軍手／すべり止手袋／吸水性土のう袋／その他災

害対策用品
【輸出品目】　 アクリル樹脂／塩化ビニール樹脂／シリコン樹脂

／吸水性土のう袋
【輸入品目】　軍手／すべり止手袋
【海外事業所】　中国

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】　16百万円【従業員数】　10人
【取扱商品】　紳士・婦人靴
【輸入品目】　婦人靴
　　　　　　（イタリア／ドイツ）
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MOROHOSHI FREIGHTAGE CO., LTD.

430 Nishiosawa, Toyama−shi, Toyama 939−2221 Japan
【Tel】　+81−76−468−3301　　【Fax】　+81−76−468−3302
【E−Mail】　kawai@morohoshi.co.jp
【URL】　http://www.morohoshi.co.jp
【Rep.】　ShigefumiMorohoshi
【T.B.】　Service Industry
【Est.】　1997　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　90
【Items】　Packing and customs clearance
【Imp.】　Wooden packing material

（China）
【Overseas office】　China

NAGAE CO., LTD.

278 Arayashiki, Takaoka−shi, Toyama 933−0319 Japan
【Tel】　+81−766−31−1278　　【Fax】　+81−766−31−5585
【URL】　http://www.nagae.co.jp
【Rep.】　Masahiro Nagae
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1954　　【Cap.】　¥50million　　【Empl.】　179
【Items】　 Gas meter parts, architectural hardware, automobile 

parts, interior goods, etc.
【PR】　 We plan, design, manufacture and sell a wide range of 

metal products centering on die casting technologies.

NIPPON CARBON ENGINEERING CO., LTD.

122 Takauchi, Toyama−shi, Toyama 939−2254 Japan
【Tel】　+81−76−467−2355　　【Fax】　+81−76−467−3676
【E−Mail】　guest@ncek.co.jp
【URL】　http://www.ncek.co.jp
【Rep.】　KojiIshikawa
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1960　　【Cap.】　¥48million　　【Empl.】　55
【Items】　 Engineering and manufacturing of industrial 

machinery, equipment, and systems
【Exp.】　 Washing equipment, accessory equipment for casting, 

and industrial equipment
（Asia）

【PR】　 Leading the way with cutting−edge technology, NCEK 
creates solutions for a new age.

MOR−NIP
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株式会社モロホシフレイテイジ　
   富山ロジスティックスセンター

〒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】　サービス業
【設立年】　1997年【資本金】　10百万円【従業員数】　90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

株式会社ナガエ

〒933−0319　富山県高岡市荒屋敷278
【Tel】　0766−31−1278　　　【Fax】　0766−31−5585
【URL】　http://www.nagae.co.jp
【代表者名】　長柄　雅博
【業種】　製造業
【設立年】　1954年【資本金】　50百万円【従業員数】　179人
【取扱商品】　 ガスメーター部品／建築金物／自動車部品／イン

テリア製品／他
【自社PR】　 ダイカスト技術を中心とした、金属製品の企画･設

計及び製造･販売を幅広く行っております。

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
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NIPPON EXPRESS CO., LTD.
TOYAMA BRANCH

2−8−59 Shinjohonmachi, Toyama−shi, Toyama 930−0996 Japan
【Tel】　+81−76−452−5500　　【Fax】　+81−76−452−5521
【URL】　http://www.nittsu.co.jp/
【Rep.】　Tsutomu Miyazawa
【T.B.】　Service Industry
【Est.】　1937　　【Cap.】　¥70175million　　【Empl.】　38984
【Items】　Transportation business
【Overseas office】　

OKABE CO., LTD.

151−3 Asobu, Nanto−shi, Toyama 939−1701 Japan
【Tel】　+81−763−52−4069　　【Fax】　+81−763−52−4038
【E−Mail】　okabe@e−okabe.jp
【URL】　http://www.e−okabe.jp
【Rep.】　Manabu Okabe
【T.B.】　Service Industry
【Est.】　1976　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　92
【Items】　Cleaning products and urethane paints
【Exp.】　Paint tools

（Malaysia）
【Imp.】　 Urethane finishes, paint tools, sanding machines, and 

abrasives
（Singapore）

OKAMOTO-SEI CO., LTD.

1−2−3 Yokota−machi, Takaoka−shi, Toyama 933−0842 Japan
【Tel】　+81−766−24−0230　　【Fax】　+81−766−24−1197
【E−Mail】　seiuemon@mui.biglobe.ne.jp
【Rep.】　SeiuemonOkamoto
【T.B.】　Wholesaler
【Cap.】　¥20million　　【Empl.】　8
【Imp.】　Tea seed meal

NIP−OKA
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日本通運株式会社　富山支店

〒930−0996　富山県富山市新庄本町2丁目8番59号
【Tel】　076−452−5500　　　【Fax】　076−452−5521
【URL】　http://www.nittsu.co.jp/
【代表者名】　宮澤　勉
【業種】　サービス業
【設立年】1937年【資本金】70175百万円【従業員数】38984人
【取扱商品】　運送業
【海外事業所】　

株式会社オカベ

〒939−1701　富山県南砺市遊部151−3
【Tel】　0763−52−4069　　　【Fax】　0763−52−4038
【E−Mail】　okabe@e−okabe.jp
【URL】　http://www.e−okabe.jp
【代表者名】　岡部　学
【業種】　サービス業
【設立年】　1976年【資本金】　10百万円【従業員数】　92人
【取扱商品】　清掃用品／ウレタン塗料
【輸出品目】　塗布ツール
　　　　　　（マレーシア）
【輸入品目】　 ウレタン塗料／塗布ツール／サンディングマシー

ン／研磨紙
　　　　　　（シンガポール）

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
【資本金】　20百万円【従業員数】　8人
【輸入品目】　茶実粕
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OSCAR

1−1 Kakeosakae−machi, Toyama−shi, Toyama 939−8215 Japan
【Tel】　+81−76−405−8251　　【Fax】　+81−76−422−4681
【URL】　http://www.oscarhome.co.jp
【Rep.】　TomohitoMizushima
【T.B.】　Constructor
【Est.】　2004　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　226
【Items】　Housing materials
【Imp.】　SPF lumber

（Canada）
Laminated wood
（Finland）
OSB （oriented strand boards）
（Germany and Canada）
Garage doors
（United States）

SANKEI NET INC.

276 Higashi−ishimaru, Tonami−shi, Toyama 939−1302 Japan
【Tel】　+81−763−32−1036　　【Fax】　+81−763−33−2217
【E−Mail】　skn@sankei−n.com
【Rep.】　Naoto Yoshida
【T.B.】　Manufacturer
【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　20
【Items】　Mosquito nets and mohair
【Imp.】　Mohair （pile weatherseals）

（South Korea）
【Overseas office】　China

 

OSC−SAN

４３

４４

株式会社オスカーホーム

〒939−8215　富山県富山市掛尾栄町1−1
【Tel】　076−405−8251　　　【Fax】　076−422−4681
【URL】　http://www.oscarhome.co.jp
【代表者名】　水嶋　智仁
【業種】　建設業
【設立年】　2004年【資本金】　10百万円【従業員数】　226人
【取扱商品】　住宅建材
【輸入品目】　S.P.Fランバー

（カナダ）
集成材
（フィンランド）
OSB合板
（ドイツ／カナダ）
ガレージドア
（アメリカ）

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@sankei−n.com
【代表者名】　吉田　直人
【業種】　製造業
【資本金】　10百万円【従業員数】　20人
【取扱商品】　防虫網／モヘア
【輸入品目】　モヘア（パイルウェザーシール）

（韓国）
【海外事業所】　中国
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SHIKINO HIGH−TECH CO., LTD.

2184 Eguchi, Uozu−shi, Toyama 937−0017 Japan
【Tel】　+81−765−22−3477　　【Fax】　+81−765−22−3916
【E−Mail】　es_0911@shikino.co.jp
【URL】　http://www.shikino.co.jp/
【Rep.】　Yuaki Osada
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1975　　【Cap.】　¥150million　　【Empl.】　388
【Items】　 Burn−in boards ,  Semiconductor inspect ion 

equipment, and circuit boards for electronic 
equipment

【Exp.】　Burn−in boards, test boards, and test units
（China） 

【Imp.】　Circuit boards and modules （Taiwan）
【PR】　 We design and develop various boards for electronic 

equipment and design, develop and manufacture 
equipment and jigs for semiconductor inspection. We 
have technologies to comprehensively support DMS 
（Design and Manufacturing Service） technology. For 
example, we provide such services as custom 
peripheral design for JPEG IP core licenses （used for 
mobile phones and digital cameras） and SD IP core 
licenses; custom design, development and sales of 
camera modules; and design, layout and evaluation of 
mixed−signal （analog/digital） LSIs. We also provide on
−site services at customers' sites.

SHOWA DENKO KENSO CO., LTD.

3−1 Nishinomiya−machi, Toyama−shi, Toyama 931−8335 Japan
【Tel】　+81−76−438−4083　　【Fax】　+81−76−438−0959
【Rep.】　IchiroHonma
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1982　　【Cap.】　¥50million　　【Empl.】　40
【Items】　Elastic grinding and polishing wheels
【Exp.】　Elastic grinding and polishing wheels

（Taiwan and China）

SUGINO MACHINE LIMITED

2410 Hongou, Uozu−shi, Toyama 937−8511 Japan
【Tel】　+81−765−24−5111　　【Fax】　+81−765−24−5051
【URL】　http://www.sugino.com
【Rep.】　TakaraSugino
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1936　　【Cap.】　¥2325million　　【Empl.】　741
【Items】　 Drilling units, high−pressure water pumps, washing 

& deburring machines, machining centers, and 
special tools

【Exp.】　 Selfeeder electric type drilling units, high−pressure 
pumps, washing & deburring machines, Self−Center 
machining centers, and Superoll roller burnishing 
tools
（Worldwide）

【Overseas offices】　 United States, Mexico, China, Thailand, 
Singapore, and Czech Republic

【Overseas agencies】　Worldwide
【PR】　 In accordance with the fundamental principle of 

independent thinking, creating, and marketing & 
servicing, we at Sugino Machine Limited devote 
ourselves to producing products that we can be proud 
to provide worldwide in a broad range of areas such as 
ultrahigh−pressure technologies, mechatronics 
technologies, plastic forming technologies, atomization 
technologies, and automatic cutting technologies.

SHI−SUG
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株式会社シキノハイテック

〒937−0017　富山県魚津市江口2184
【Tel】　0765−22−3477　　　【Fax】　0765−22−3916
【E−Mail】　es_0911@shikino.co.jp
【URL】　http://www.shikino.co.jp/
【代表者名】　尾定　祐昭
【業種】　製造業
【設立年】　1975年【資本金】　150百万円【従業員数】　388人
【取扱商品】　 バーンインボード／半導体検査用設備／電子機器

各種ボード
【輸出品目】　 バーンインボード／テストボード／テストユニッ

ト
　　　　　　（中国）
【輸入品目】　基板／モジュール（台湾）
【自社PR】　 電子機器各種ボードの設計･開発、半導体検査用設

備･治具の設計･開発･製造。JPEG IPコアライセン
ス(携帯・デジカメに利用)･周辺カスタム設計、SD 
IPコアライセンス･周辺カスタム設計、カメラモ
ジュール販売及びカスタム設計･開発、LSIアナログ
･デジタル混在回路の設計･レイアウト･評価など、
DMS技術をトータルサポートできる技術を保有。
顧客へ出向いてのオンサイトサービスも展開。

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】　弾性研磨砥石
【輸出品目】　弾性研磨砥石
　　　　　　（台湾／中国）

株式会社スギノマシン

〒937−8511　富山県魚津市本江2410番地
【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】　741人
【取扱商品】　 ドリリングユニット／高圧ポンプ／洗浄機／マシ

ニングセンタ／特殊工具

【輸出品目】　 セルフィーダ／高圧ポンプ／洗浄機／セルフセン
タ／スパロール

　　　　　　（全世界）

【海外事業所】　 アメリカ／メキシコ／中国／タイ／シンガポー
ル／チェコ

【代理店の所在国】　世界各国
【自社PR】　 スギノマシンは「自ら考え、自ら創り、自ら販売・

サービスする」を基本理念に超高圧技術をはじめ、
メカトロニクス技術、塑性加工技術、微粒化技術、
自動切削加工技術など幅広い領域で世界に誇れる商
品づくりを行っています。
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SUGITANICO., LTD.

173 Jisaki, Oyabe−shi, Toyama 932−0032 Japan
【Tel】　+81−766−67−0419　　【Fax】　+81−766−68−1086
【E−Mail】　sugitani@p1.coralnet.or.jp
【URL】　http://www1.coralnet.or.jp/sugi−inc/index.htm
【Rep.】　Mikio Sugitani
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　70
【Items】　 Frozen vegetables, fu （wheat gluten）, yuba （bean 

curd skin）, and processed foods
【Imp.】　 Ginkgo nuts, arrowheads （kuwai）, pumpkins, and 

bamboo grass
【Overseas office】　Vietnam
【PR】　 We manufacture and sell semi−cooked foods （80−

percent cooked, mainly Japanese cuisine ingredients） 
for professional cooks. We also sell products such as fu 
（wheat gluten）, yuba （bean curd skin）, and frozen 
vegetables mainly to mass merchandisers.

TAKANO PRECISION INDUSTRY CO,. LTD.

1032 Fukushimaueno, Yatsuo−machi, Toyama−shi, Toyama 939
−2376 Japan
【Tel】　+81−76−454−5141　　【Fax】　+81−76−455−3321
【Rep.】　Syusei Takano 
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1964　　【Cap.】　¥120million　　【Empl.】　76
【Exp.】　Thermal protector parts

（China）

TAKAOKA MEG CO., LTD.

514−1 Kojima, Imizu−shi, Toyama 939−0274 Japan
【Tel】　+81−766−52−2825　　【Fax】　+81−766−52−3942
【E−Mail】　info@takaokameg.co.jp
【URL】　http://www.takaokameg.co.jp
【Rep.】　ShinichiroJuni
【T.B.】　Retailer, Wholesaler
【Est.】　1966　　【Cap.】　¥17million　　【Empl.】　12
【Items】　 Grinding wheels, abrasives, machines and tools, 

imported machines, and used machines
【Exp.】　Grinding wheels

（Taiwan）
Used machines
（Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, and South 
Korea）

【Imp.】　Bearing parts, grinding wheels, and machine tools
（Taiwan）

SUG−TAK
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株式会社スギタニ

〒932−0032　富山県小矢部市地崎173
【Tel】　0766−67−0419　　　【Fax】　0766−68−1086
【E−Mail】　sugitani@p1.coralnet.or.jp
【URL】　http://www1.coralnet.or.jp/sugi−inc/index.htm
【代表者名】　杉谷　三喜雄
【業種】　卸売業
【設立年】　【資本金】　10百万円【従業員数】　70人
【取扱商品】　冷凍野菜／麩／湯葉／加工食品

【輸入品目】　銀杏／くわい／かぼちゃ／笹

【海外事業所】　ベトナム
【自社PR】　 和食食材を中心に80％完成した半成品を、板前･コッ

クさんのために生産販売をしています。また、量販
店を中心に、麩や湯葉、冷凍野菜等を販売していま
す。

高野精密工業株式会社

〒939−2376富山県富山市八尾町福島上野1032番地

【Tel】　076−454−5141　　　【Fax】　076−455−3321
【代表者名】　高野　修成
【業種】　製造業
【設立年】　1964【資本金】　120百万円【従業員数】　76人
【輸出品目】　サーマルプロテクター部品

（中国）

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】　小売業、卸売業
【設立年】　1966年【資本金】　17百万円【従業員数】　12人
【取扱商品】　 研削砥石／研削材料／機械工具／輸入機械／中古

機械
【輸出品目】　研削砥石

（台湾）
中古機械
（台湾／タイ／ベトナム／マレーシア／韓国）

【輸入品目】　ベアリング部品／研削砥石／工作機械
　　　　　　（台湾）
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TAKATA LEMNOS INC.

511 Hayakawa, Takaoka−shi, Toyama 933−0957 Japan
【Tel】　+81−766−24−5731　　【Fax】　+81−766−22−8071
【E−Mail】　info@lemnos.jp
【URL】　http://www.lemnos.jp
【Rep.】　HiroshiTakata
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1984　　【Cap.】　¥30million　　【Empl.】　26
【Items】　Clocks （stylish clocks） and clock parts

【Exp.】　Clocks
（United States, Germany, and South Korea）

【Imp.】　Radio−controlled clock movements
（Hong Kong）

【Overseas agency】　Germany
【PR】　 We manufacture stylish clocks designed originally in−

house to be sold to interior goods shops and 
department stores.

TOA PHARMACEUTICALS CO., LTD.

26 Sango, Toyama−shi, Toyama 939−3548 Japan 
【Tel】　+81−76−478−5100　　【Fax】　+81−76−478−5155
【URL】　http://www.toayakuhin.co.jp/
【Rep.】　ToshiroNakai
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1940　　【Cap.】　¥561million　　【Empl.】　304
【Items】　Medical supplies
【Exp.】　Eyewash, eyedrops, and nose spray

（Taiwan）
【Overseas agency】　Taiwan

TOHO INDUSTRIAL CO., LTD.

526 Shimoumezawa, Namerikawa−shi, Toyama 936−0857 Japan
【Tel】　+81−76−475−0222　　【Fax】　+81−76−475−8869
【E−Mail】　info@tohogp.co.jp
【URL】　http://www.tohogp.co.jp/
【Rep.】　DaisukeSaito
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1948　　【Cap.】　¥30million　　【Empl.】　115
【Items】　Ball bearing cages
【Exp.】　Bearing part blanks

（Poland）
【Overseas office】　Poland
【PR】　 With the employment of a burr−free blanking method 

that produces four different parts from one blank and 
requires no surface treatment, we have established an 
environmentally−friendly, cost−effective production 
system. （No discharge of polluted water）

TAK−TOH
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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
【設立年】　1984年【資本金】　30百万円【従業員数】　26人
【取扱商品】　 置掛時計完成品（インテリアクロック）／置掛時

計の部品
【輸出品目】　置掛時計
　　　　　　（アメリカ／ドイツ／韓国）
【輸入品目】　電波クロックムーブメント
　　　　　　（香港）
【代理店の所在国】　ドイツ
【自社PR】　 自社オリジナルデザインクロックのメーカーでイン

テリア専門店、百貨店などへ販売

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
【設立年】　1940年【資本金】　561百万円【従業員数】　304人
【取扱商品】　医薬品
【輸出品目】　洗眼液／点眼液／点鼻薬
　　　　　　（台湾）
【代理店の所在国】　台湾

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
【E−Mail】　info@tohogp.co.jp
【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】　115人
【取扱商品】　玉軸受保持器
【輸出品目】　ブランク
　　　　　　（ポーランド）
【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

コスト面のメリットと表面処理を不要とすることか
ら環境に優しい生産体制を確立している。（汚水発
生ゼロ）
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TOME CO., LTD.

125 Tachi, Nanto−shi, Toyama 939−1676 Japan
【Tel】　+81−763−53−2377　　【Fax】　+81−763−53−0166
【E−Mail】　ikeda@tome.co.jp
【URL】　http://www.tome.co.jp
【Rep.】　MinoruIkeda
【T.B.】　Retailer
【Est.】　1986　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　100
【Items】　Accessories and fashion goods
【Imp.】　Accessories, bags, shoes, clothes, and fashion goods

（China and South Korea）

TONAMI SEIKO CO., LTD.

92 Junenmyo, Tonami−shi, Toyama 939−1353 Japan
【Tel】　+81−763−32−1359　　【Fax】　+81−763−32−1360
【E−Mail】　tonami@kanagata.or.jp
【URL】　http://www.fitweb.or.jp/tonami−s/
【Rep.】　Toshiharu Tsuri
【T.B.】　Manufacturer
【Cap.】　 37 million　　【Empl.】　29
【Items】　Plastic injection molds
【Exp.】　Plastic resin
【Imp.】　Plastic injection molds and steel materials

（South Korea）
【PR】　 Based on our management philosophy of “創型奏功” 

（literally “Create molds, produce success”）, we always 
strive to meet customer needs with cordiality while 
cultivating people, technology, and harmony. We 
mainly produce automobi le−related molds .  In 
December 2008, we opened our Kitakyushu Plant 
mainly for mold maintenance responding to customer 
requests.

TONAMI SHOYU CO., LTD.

600 Kanaya, Shogawa−machi, Tonami−shi, Toyama 932−0305 
Japan
【Tel】　+81−763−82−0264　　【Fax】　+81−763−82−3797
【E−Mail】　takahiro_takuma@yahoo.co.jp
【URL】　
【Rep.】　Koichi Takuma
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1935　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　13
【Items】　Soy sauce, miso, edible wild plants, and citron food
【Exp.】　Citron foods （dressing, ponzu sauce, miso, and juice）

（Taiwan）
【Imp.】　 Japanese flowering ferns, bamboo shoots, smoked 

bamboo, and bracken
（China and Russia）

TOM−TON
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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】　1986年【資本金】　10百万円【従業員数】　100人
【取扱商品】　アクセサリー／服飾雑貨
【輸入品目】　アクセサリー／バッグ／くつ／服／服飾雑貨
　　　　　　（中国／韓国）

トナミ精工株式会社

〒939−1353　富山県砺波市十年明92
【Tel】　0763−32−1359　　　【Fax】　0763−32−1360
【E−Mail】　tonami@kanagata.or.jp
【URL】　http://www.fitweb.or.jp/tonami−s/
【代表者名】　釣　俊治
【業種】　製造業
【資本金】　37百万円【従業員数】　29人
【取扱商品】　プラスチック製品用金型
【輸出品目】　プラスチック原料
【輸入品目】　プラスチック製品用金型／鋼機
　　　　　　（韓国）
【自社PR】　 創型奏功を経営理念に、常にお客様の要望に対応出

来る姿勢であり、人、技術、調和の育成を元に、感
謝される企業を心掛けています。主に自動車関連、
金型製造です。平成20年12月に金型メンテナンスを
主に北九州工場を開設しお客様の要望に対応してい
ます。

トナミ醤油株式会社

〒932−0305　富山県砺波市庄川町金屋600
【Tel】　0763−82−0264　　　【Fax】　0763−82−3797
【E−Mail】　takahiro_takuma@yahoo.co.jp
【URL】　
【代表者名】　宅間　孔一
【業種】　製造業
【設立年】　1935年【資本金】　10百万円【従業員数】　13人
【取扱商品】　醤油／味噌／山菜／柚子加工品
【輸出品目】　 柚子加工品（ドレッシング／ポン酢／味噌／

ジュース）
（台湾）

【輸入品目】　ぜんまい／筍／煤竹／わらび
　　　　　　（中国/ロシア）
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TOYAMA BEVARAGE CO., LTD.

579−1 Hakanoki, Nyuzen−machi, Simoniikawa−gun, Toyama 
939−0632 Japan
【Tel】　+81−765−78−2211　　【Fax】　+81−765−78−2121
【Rep.】　Kiichi Miura
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1998　　【Cap.】　¥20million　　【Empl.】　20
【Items】　Mineral water
【Exp.】　Mineral water

TOYOX CO., LTD.

4371 Maesawa, Kurobe−shi, Toyama 938−0808 Japan
【Tel】　+81−765−52−4728　　【Fax】　+81−765−54−1052
【E−Mail】　world@toyox.co.jp
【URL】　http://www.toyox.co.jp
【Rep.】　MasashiMiyamura
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1969　　【Cap.】　¥98 .8million　　【Empl.】　291
【Items】　 Pressure vinyl hoses & fittings and Radiation 

heating/cooling systems
【Exp.】　Pressure vinyl hoses and specialized hose fittings

（Worldwide, especially Asia）
【Overseas offices】　China and Thailand 
【Overseas agencies】　Worldwide, especially Asia
【PR】　 We provide solutions to the customer need for 

efficiency, safety, cost−saving, etc. with regard to the 
transportation of liquid, such as the application of 
piping for factory equipment. In particular, we have 
received high praise from automobile manufacturers 
and machine tool manufacturers in Japan who are 
using many of our hoses and specialized fittings 
（TOYOCONNECTOR）. The application of these has 
prevented drainage, disconnection, and rupture, 
problems that typically plague conventional hose 
piping.

UNIVERSAL JAPAN CO., LTD.

157 Bunden, Fuchu−machi, Toyama−shi, Toyama 939−2718 
Japan
【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.】　YukioNakada
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1997　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　4
【Items】　Building materials
【Imp.】　Doors, flooring, and stone

（China）

TOY−UNI
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株式会社富山ビバレッジ

〒939−0632　富山県下新川郡入善町墓ノ木579−1

【Tel】　0765−78−2211　　　【Fax】　0765−78−2121
【代表者名】　三浦　喜市
【業種】　製造業
【設立年】　1998年【資本金】　20百万円【従業員数】　20人
【取扱商品】　ミネラルウォーター
【輸出品目】　ミネラルウォーター

株式会社トヨックス

〒938−0808　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】　 耐圧ビニールホースと専用継手／輻射式健康冷暖

房システム
【輸出品目】　耐圧ホース／専用継手
　　　　　　（アジアを中心とする世界各国）
【海外事業所】　中国／タイ
【代理店の所在国】　アジアを中心とする世界各国
【自社PR】　 流体輸送、とりわけ工場内設備配管用途で、ユーザー

様の効率、安全、省コスト等の問題解決のお手伝い
をいたします。中でも多くのご採用を頂いている国
内自動車メーカー様、工作機メーカー様では弊社
ホースと専用継手（トヨコネクター）の使用で、今
までのホース配管による漏れ、抜け、破裂を防ぎ、
効果があり安心して使えるとお喜びの声を頂いてお
ります。

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】　建築資材
【輸入品目】　建具／床材／石
　　　　　　（中国）
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VINYFRAME INDUSTRIES CO., LTD.

616 Kitaonie, Uozu−shi, Toyama 937−8566 Japan
【Tel】　+81−765−24−1032　　【Fax】　+81−765−24−1051
【URL】　http://www.vinyframe.co.jp
【Rep.】　Takehiro Kadohata
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1962　　【Cap.】　¥288million　　【Empl.】　214
【Items】　 Aluminum building materials （handrails, copings, 

and exterior） and extruded plastic products

【Exp.】　Building material parts
【Imp.】　Carports and building material parts
【Overseas office】　Indonesia
【PR】　 Extruded plastic products: window frames, shelf 

boards, protective tubes, tubes for LED tube lamps, 
and other building material products
 Exterior products: aluminum handrails, copings, folded
−plate carports, etc.

WAKABAYASHI PAPER SALES CO., LTD.

2−5 Shirogane−cho, Toyama−shi, Toyama 930−0048 Japan
【Tel】　+81−76−423−1148　　【Fax】　+81−76−424−0909
【E−Mail】　general@kamiwaka.co.jp
【URL】　http://www.kamiwaka.co.jp
【Rep.】　KeisukeWakabayashi
【T.B.】　Wholesaler
【Est.】　1873　　【Cap.】　¥20million　　【Empl.】　23
【Items】　Fine and industrial paper （duplex boards）
【Imp.】　Duplex boards

（South Korea, Indonesia, and China）
【PR】　 We specialize in distributing paper boards for 

pharmacentical and cosmetic packages.

YAMAOKA SEKIZAI KOGYO CO., LTD.

733 Shimooigo, Fukuokamachi, Takaoka−shi, Toyama 939−0121 
Japan
【Tel】　+81−766−64−3051　　【Fax】　+81−766−64−5334
【E−Mail】　yamaoka@tko.fitweb.or.jp
【URL】　http://www.yamaoka−sekizai.co.jp
【Rep.】　Tosiaki Yamaoka
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1984　　【Cap.】　¥10million　　【Empl.】　48
【Items】　 Tombstones, stone lanterns, stone for Shinto shrines 

& Buddhist temples, stone walls, marble baths, and 
building stone

【Imp.】　 Tombstones, stone lanterns, stone for Shinto shrines 
& Buddhist temples, stone walls, and building stone
（China）

【Overseas office】　China
【PR】　 Using the continuous integral structure hollowing 

method, the lower body immediately above the base of 
a tomb is made of one piece of stone. The structure 
with no seams at the four corners prevents water 
infiltration. The upper portion of the lower body in 
which the tomb door is placed is also carved out at the 
same time. This prevents water infiltration from the 
gap between the body and the door. This is a structure 
in a class by itself. Furthermore, the base stone also 
has a structure to prevent water infiltration, which is 
processed with an innovative technique, thereby 
providing a perfectly waterproof tomb.

VIN−YAM
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ビニフレーム工業株式会社

〒937−8566　富山県魚津市北鬼江616
【Tel】　0765−24−1032　　　【Fax】　0765−24−1051
【URL】　http://www.vinyframe.co.jp
【代表者名】　角畑　健博
【業種】　製造業
【設立年】　1962年【資本金】　288百万円【従業員数】　214人
【取扱商品】　 アルミ建材製品（手摺／笠木／エクステリア）／

樹脂押出製品

【輸出品目】　建材用部品
【輸入品目】　カーポート／建材用部品
【海外事業所】　インドネシア
【自社PR】　 樹脂押出製品…窓枠、棚板、防護管、LED用照明管、

その他建材製品
 エクステリア製品…アルミ手摺、笠木、折板カーポー
ト、etc

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】　23人
【取扱商品】　洋紙／板紙
【輸入品目】　コートボール
　　　　　　（韓国／インドネシア／中国）
【自社PR】　 紙のスペシャリスト企業です。特に医薬品パッケー

ジ用白板紙が得意です。　

山岡石材工業株式会社

〒939−0121　富山県高岡市福岡町下老子733
【Tel】　0766−64−3051　　　【Fax】　0766−64−5334
【E−Mail】　yamaoka@tko.fitweb.or.jp
【URL】　http://www.yamaoka−sekizai.co.jp
【代表者名】　山岡　利昭
【業種】　製造業
【設立年】　1984年【資本金】　10百万円【従業員数】　48人
【取扱商品】　 墓石／燈籠／神社仏閣用石／石塀／大理石風呂／

建築用石材
【輸入品目】　墓石／燈籠／神社仏閣用石／石塀／建築用石材
　　　　　　（中国）
【海外事業所】　中国
【自社PR】　 連続一体胴抜き構造工法による胴石部分は、一つの

石をくり抜く工法ですので四隅に継ぎ目がなく、水
の浸透が起きたりはしなくなりました。その上扉の
内側の「水がえし」も同時に彫り出しますので、扉
のすき間からの水の浸透も防ぐ他に類をみない胴石
部分です。また、根太石にも水がえしを彫り上げる
技術を開発し、完璧に水を防ぐ画期的なお墓を提供
します。
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YAMASAN FOOD PROCESSING
INDUSTRIAL CO., LTD.

3197 Kurokawa, Imizu−shi, Toyama 939−0311 Japan
【Tel】　+81−766−56−4866　　【Fax】　+81−766−56−1150
【E−Mail】　info@yamasanfood.co.jp
【URL】　http://www.yamasanfood.co.jp
【Rep.】　HirotoshiFujioka
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1975　　【Cap.】　¥60million　　【Empl.】　143
【Items】　Bamboo shoots, Japanese flowering ferns, etc.
【Imp.】　 Bamboo shoots, Japanese flowering ferns, and sweet 

roasted chestnuts 
（China）

【PR】　 “Our customers’ happiness is our happiness.”With 
this motto in mind, we strive to make high−quality, 
satisfying products in terms of both safety and flavor. 
We support the healthy food culture of Japan by 
delivering the blessings of nature to your dining table, 
centering on products made of organically grown 
ingredients.

YKK CORPORATION KUROBE

200 Yoshida, Kurobe−shi, Toyama 938−8601 Japan
【Tel】　+81−765−54−8000
【URL】　http://www.ykk.co.jp
【Rep.】　Tadahiro Yoshida
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1943　　【Cap.】　¥11992million　　【Empl.】　3374
【Items】　Fastening Products
【Exp.】　 Zippers, hook & loop fasteners, buckles, and machines 

& parts
（Worldwide）

【Imp.】　Zipper parts & materials and machines & parts
（China and Indonesia）

【Overseas offices】　 United States, Netherlands, Singapore, 
China, South Korea, Taiwan, Turkey, 
Indonesia, etc.

YONEHARA CORPORATION

6−27 Sakaemachi, Tonami−shi, Toyama 939−1371 Japan
【Tel】　+81−763−33−2311　　【Fax】　+81−763−33−2321
【E−Mail】　service@pov.yonehara.co.jp
【URL】　http://www.yonehara.co.jp
【Rep.】　Shigeru Yonehara
【T.B.】　Service Industry
【Est.】　1955　　【Cap.】　¥246million　　【Empl.】　980
【Items】　Used construction equipment
【Exp.】　Used rough terrain cranes and used truck cranes

（Singapore, etc.）
【Overseas office】　China

YAM−YON
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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　宏年
【業種】　製造業
【設立年】　1975年【資本金】　60百万円【従業員数】　143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】　 お客様の「嬉しい」は、私たちにとっての「嬉しい」

を合言葉に、安全かつ美味しさの両面から「高品質・
安全・満足」の商品づくりを積極的に推進し、有機
栽培の製品を中心に食卓へ自然の恵みをお届けする
日本の健康な食文化を担っていきます。

YKK株式会社　黒部事業所

〒938−8601　富山県黒部市吉田200
【Tel】　0765−54−8000
【URL】　http://www.ykk.co.jp
【代表者名】　吉田　忠裕
【業種】　製造業
【設立年】1943年【資本金】11992百万円【従業員数】3374人
【取扱商品】　ファスニング関連商品
【輸出品目】　 ファスナー／面ファスナー／バックル／加工機

械・部品
　　　　　　（各国）
【輸入品目】　ファスナー部品・材料／加工機械・部品
　　　　　　（中国／インドネシア）
【海外事業所】　 アメリカ／オランダ／シンガポール／中国／韓

国／台湾／トルコ／インドネシア等

米原商事株式会社

〒939−1371　富山県砺波市栄町6−27
【Tel】　0763−33−2311　　　【Fax】　0763−33−2321
【E−Mail】　service@pov.yonehara.co.jp
【URL】　http://www.yonehara.co.jp
【代表者名】　米原　蕃
【業種】　サービス業
【設立年】　1955年【資本金】　246百万円【従業員数】　980人
【取扱商品】　中古建機
【輸出品目】　中古クレーン
　　　　　　（シンガポール他）
【海外事業所】　中国
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YOSHIDA CORPORATION

650−1 Shinkaihotsu, Imizu−shi, Toyama 939−0284 Japan
【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.】　ShunpeiYoshida
【T.B.】　Manufacturer
【Est.】　1965　　【Cap.】　¥20million　　【Empl.】　20
【Items】　Scrap metal and mixed metal
【Exp.】　Scrap metal

（China and South Korea）
Mixed metal
（China）

YOS

６７ 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
【設立年】　1965年【資本金】　20百万円【従業員数】　20人
【取扱商品】　鉄スクラップ／雑品
【輸出品目】　鉄スクラップ

（中国／韓国）
雑品
（中国）
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