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2 CHUJYO  株式会社中条 

 875 Bakurohonmachi, Takaoka-shi, Toyama 933-0935, Japan  〒933-0935 富山県高岡市博労本町875 

 【Tel】 +81-766-24-5624 【Fax】 +81-766-24-5632  【Tel】 0766-24-5624 【Fax】 0766-24-5632 

 【E-Mail】  chujyo@kamuipro.co.jp  【E-Mail】  chujyo@kamuipro.co.jp 

 【Rep.】  Kaichi Chujyo  【代表者名】 中条 佳市 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1972 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 15  【設立年】 1972年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 15人 

 【Exp.】  Golf clubs and golf bags  【輸出品目】 ゴルフクラブ／キャディーバッグ 

 【Imp.】  Golf club heads, golf club grips, golf bags, and golf club 

head covers  
 【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 

 【Overseas office】 South Korea  【海外事業所】 韓国 

 
 
 

3 Daiichi Yakuhin Kogyo Co.,Ltd.  第一薬品工業株式会社 

 15-1 Kusajima, Toyama-shi, Toyama 931-8515, Japan  〒931-8515 富山県富山市草島15-１ 

 【Tel】 +81-76-435-4902 【Fax】 +81-76-435-0757  【Tel】 076-435-4902 【Fax】 076-435-0757 

 【URL】   http://www.d1yk.co.jp/  【URL】   http://www.d1yk.co.jp/ 

 【Rep.】  Atsushi Terada  【代表者名】 寺田 敦 

 【T.B.】  Manufacturer (pharmaceutical products, health foods)  【業種】  製造業（医薬品・健康食品） 

 【Est.】 1942 【Cap.】 \160 million 【Empl.】 166  【設立年】 1942年 【資本金】 160百万円  【従業員数】 166人 

 【Items】  Pharmaceutical products, quasi-drugs, health foods,

others 
 【取扱商品】 医薬品／医薬部外品／健康食品／他 

 【Exp.】  Pharmaceutical products, health foods 

(Hong Kong, China, Taiwan) 
 【輸出品目】 医薬品／健康食品 

（香港／中国／台湾） 

 
 
 

1 ALSYS CO.,LTD.  株式会社アルシス 

 1554-19 Nakanomyo, Fuchu-machi, Toyama-shi, Toyama 939-2741, Japan  〒939-2741 富山県富山市婦中町中名1554-19 

 【Tel】 +81-76-482-5500 【Fax】 +81-76-482-5501  【Tel】 076-482-5500 【Fax】 076-482-5501 

 【E-Mail】  alsys-eg@alsys-eg.co.jp  【E-Mail】  alsys-eg@alsys-eg.co.jp 

 【URL】   http://www.alsys-eg.co.jp  【URL】   http://www.alsys-eg.co.jp 

 【Rep.】  Hitoshi Tamura  【代表者名】 田村 淳 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1999 【Cap.】 \33 million 【Empl.】 21  【設立年】 1999年 【資本金】 33百万円 【従業員数】 21人 

 【Items】  Conveyors for general industrial applications  【取扱商品】 一般産業用搬送機械 

 【Imp.】  Conveyors and manipulators(China)  【輸入品目】 コンベヤ／マニプレータ（中国） 

 【Overseas office】 Thailand  【海外事業所】 タイ 

 【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. 

 【自社ＰＲ】 当社は客先のニーズに合わ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。 

- 16 -



ＤＡＩ－ＦＵＪ 
 

4 DAITO PHARMACEUTICAL CO.,Ltd.  ダイト株式会社 

 326 Yokamachi, Toyama-shi, Toyama 939-8567, Japan  〒939-8567 富山県富山市八日町326番地 

 【Tel】 +81-76-421-5665 【Fax】 +81-76-421-6006  【Tel】 076-421-5665 【Fax】 076-421-6006 

 【E-Mail】  info@daitonet.co.jp  【E-Mail】  info@daitonet.co.jp 

 【URL】   http://www.daitonet.co.jp  【URL】   http://www.daitonet.co.jp 

 【Rep.】  Yasunobu Otsuga  【代表者名】 大津賀 保信 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1942 【Cap.】 \3120.3 million 【Empl.】 490  【設立年】 1942年 【資本金】 3120.3百万円 【従業員数】 490人 

 【Items】  Pharmaceutical raw materials and precription drugs  【取扱商品】 医薬品原料／医療用医薬品 

 【Exp.】  Azelastine HCl 

(Europe and America) 

Pharmaceutical materials(South Korea, Taiwan, Indonesia, 

Vietnam, Germany, Switzerland, America) 

 【輸出品目】 塩酸アゼラスチン 

（欧米） 

医薬品原料（韓国／台湾／インドネシア／ベトナム／ド

イツ／スイス／アメリカ） 

 【Imp.】  Pharmaceutical materials（China, South Korea, Taiwan,

India, Italy, Switzerland, Israel） 
 【輸入品目】 医薬品原料（中国／韓国／台湾／インド／イタリア／ス

イス／イスラエル） 

 【Overseas office】 America  【海外事業所】 アメリカ 

 

5 DIAMOND ENGINEERING CO.,LTD.  ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 

 1-7-22 Shakado, Uozu-shi, Toyama 937-0067, Japan  〒937-0067 富山県魚津市釈迦堂1-7-22 

 【Tel】 +81-765-24-5670 【Fax】 +81-765-23-9210  【Tel】 0765-24-5670 【Fax】 0765-23-9210 

 【E-Mail】  atakeda@diamond-eng.co.jp  【E-Mail】  atakeda@diamond-eng.co.jp 

 【URL】   http://www.diamond-eng.co.jp/  【URL】   http://www.diamond-eng.co.jp/ 

 【Rep.】  Shinya Shinozaki  【代表者名】 篠﨑 晋也 

 【T.B.】  Constructor  【業種】  建設業 

 【Est.】 1969 【Cap.】 \90 million 【Empl.】 220  【設立年】 1969年 【資本金】 90百万円 【従業員数】 220人 

 【Items】  Steel making machinery  【取扱商品】 製鉄関連機械 

 【Exp.】 Steel making equipment 

(China, South Korea, Indonesia, and Brazil) 
 【輸出品目】 製鉄関連設備 

（中国／韓国／インドネシア／ブラジル） 

 【Imp.】  KR desulphurization stations, Molten-steel ladles, Slag 

pots, and Ladle transfer cars for molten iron（China and 

South Korea） 

 【輸入品目】 溶銑予備処理設備／溶鋼鍋／スラグパン／溶銑鍋搬

送台車（中国／韓国） 

 【Overseas office】 China  【海外事業所】 中国 

 【PR】 We have extensive experience in design, manufacturing, and 

the import/export of steel making equipments. 
 【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。  

 

6 FUJIMORI CO.,LTD.  株式会社フジモリ 

 186 Wakatomi-cho, Takaoka-shi, Toyama 933-0831, Japan  〒933-0831 富山県高岡市若富町186 

 【Tel】 +81-766-21-0955 【Fax】 +81-766-21-0957  【Tel】 0766-21-0955 【Fax】 0766-21-0957 

 【E-Mail】  fitness@fujimori-r.com  【E-Mail】  fitness@fujimori-r.com 

 【URL】   http://fujimori-r.com  【URL】   http://fujimori-r.com 

 【Rep.】  Hideaki Fujimori  【代表者名】 藤森 秀章 

 【T.B.】  Wholesaler  【業種】  卸業 

 【Est.】 1962 【Cap.】 \40 million 【Empl.】 26  【設立年】 1962年 【資本金】 40百万円 【従業員数】 26人 

 【Items】  Bicycles and fitness equipment  【取扱商品】 自転車／健康機器 

 【Imp.】  Bicycles, treadmills, exercise bikes, and strength 

Machine(Taiwan, China, Germany) 
 【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／ドイツ） 
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7 FUKUDA FOODS INDUSTRIAL CO.,LTD.  福田食品工業株式会社 

 891 Kawakaminaka, Nanto-shi, Toyama 939-1876, Japan  〒939-1876 富山県南砺市川上中891 

 【Tel】 +81-763-64-2021 【Fax】 +81-763-64-2023  【Tel】 0763-64-2021 【Fax】 0763-64-2023 

 【E-Mail】  fukuda.t@fukudafoods.co.jp  【E-Mail】  fukuda.t@fukudafoods.co.jp 

 【URL】   http://www.fukudafoods.co.jp  【URL】   http://www.fukudafoods.co.jp 

 【Rep.】  Tetsuhiro Fukuda  【代表者名】 福田 哲博 

 【T.B.】  Manufacturer（Foodstuffs）  【業種】  製造業（食品） 

 【Est.】 1976 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 49  【設立年】 1976年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 49人 

 【Items】  Daigaku-imo (Japanese caramelized sweet potatoes), 

chawanmushi (steamed egg hotchpotch), soft-drinks, etc. 
 【取扱商品】 大学ポテト／茶碗蒸し／清涼飲料／その他 

 【Exp.】 Daigaku-imo (Japanese caramelized sweet potatoes)  【輸出品目】 大学いも 

 【Imp.】  Sweet potato French fries  【輸入品目】 フライドスィートポテト 

 
 
 
 

8 
FUKUI TRANSPORTATION CO.,LTD. 

TOYAMA BRANCH,INTERNATIONAL DEPARTMENT 

 福井貨物自動車株式会社 

富山事業部 富山国際営業所 
 176-1 Koizumi, Imizu-shi, Toyama 939-0417, Japan  〒939-0417 富山県射水市小泉１７６－１ 

 【Tel】 +81-766-52-6093 【Fax】 +81-766-52-6094  【Tel】 0766-52-6093 【Fax】 0766-52-6094 

 【E-Mail】  rn43intl@runi.co.jp  【E-Mail】  rn43intl@runi.co.jp 

 【URL】   http://www.runi.co.jp  【URL】   http://www.runi.co.jp 

 【Rep.】  Noriaki Shimizu  【代表者名】 清水 則明 

 【T.B.】  Service Industry (Custom Brokers, Warehousing)  【業種】  サービス業 （通関業・倉庫業） 

 【Est.】 1950 【Cap.】 \40 million 【Empl.】 449  【設立年】 1950年 【資本金】 40百万円 【従業員数】 449人 

 
 
 
 

9 FUKUZYU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.  福寿製薬株式会社 

 48 Hagiwara, Toyama-shi, Toyama 939-8261, Japan  〒939-8261 富山県富山市萩原48番地 

 【Tel】 +81-76-429-1151 【Fax】 +81-76-429-6553  【Tel】 076-429-1151 【Fax】 076-429-6553 

 【URL】   http://www.fkj.co.jp  【URL】   http://www.fkj.co.jp 

 【Rep.】  Teruo Kosugi  【代表者名】 小杉 照男 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1950 【Cap.】 \60 million 【Empl.】 62  【設立年】 1950年 【資本金】 60百万円 【従業員数】 62人 

 【Exp.】 Pyrimethamine 

(Switzerland, Canada, America) 
 【輸出品目】 ピリメタミン 

（スイス／カナダ／アメリカ） 

 【PR】 Commissioned processing of pharmaceutical bulk powder 

pulverization (GMP: Good Manufacturing Practice)  
 【自社ＰＲ】 医薬品原末微粉砕受託（ＧＭＰ） 
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10 Ginbansyuzo CO.,LTD.  銀盤酒造株式会社 

 4853-3 Ogyu, Kurobe-shi, Toyama 938-0801, Japan  〒938-0801 富山県黒部市荻生４８５３-３ 

 【Tel】 +81-765-54-1181 【Fax】 +81-765-54-1183  【Tel】 0765-54-1181 【Fax】 0765-54-1183 

 【E-Mail】  office@ginban.co.jp  【E-Mail】  office@ginban.co.jp 

 【URL】   http://www.ginban.co.jp  【URL】   http://www.ginban.co.jp 

 【Rep.】  Isao Horikawa  【代表者名】 堀川 勲 

 【T.B.】  Manufacturer (Alcoholic beverages)  【業種】  製造業 （酒類） 

 【Est.】 1910 【Cap.】 \97.93 million 【Empl.】 45  【設立年】 19１0年 【資本金】97.93百万円 【従業員数】 45人 

 【Exp.】  Sake, shochu, mirin, liqueurs, beer, other 

(China, Malaysia, India, America, Australia) 
 【輸出品目】 清酒／焼酎／みりん／リキュール／ビール他 

（中国／マレーシア／インド／アメリカ／オーストラリア）

 【PR】 Refined down to less than 35-50% from original sake made from 

sake-suitable rice of Yamada-Nishiki and Omachi and down to 

less than 60% from original sake made from Toyama-made rice 

of Miyama-Nishiki and Gohyakumangoku, our brand sake is 

produced by modern technology and craftsmanship of sake 

brewers having underground-water of the alluvial fun of 

Kurobe River(selected one of Japan's 100 remarkable waters), 

with our target “To produce good quality, affordable and 

refreshing sake”. 

Our representing sake of “Chotokusen komenoshin” and 

“Banshu 50” have very good reputation from our consumers. 

 【自社ＰＲ】 吟味された酒造好適米、山田錦、雄町を中心に３５～ 

ｖ５０％以下に富山県産、美山錦、五百万石は６０％

以下に精白し、日本の名水百選の一つ、黒部川扇状地

湧水を仕込み水に、近代設備と熟練した杜氏の技で

「品質が良くて高くない、スッキリとした酒造り」をしてお

ります。 

「超特選 米の芯」や「播州５０」は銀盤の代表商品として

皆様のご支持をいただいております。 

 

11 HARIHARA FURNITURE  はりはら家具店・神運堂 

 25 Gohyakkoku, Tateyama-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama, Japan 

〒930-0214 
 〒930-0214 富山県中新川郡立山町五百石25 

 【Tel】 +81-76-463-0527 【Fax】 +81-76-463-0530  【Tel】 076-463-0527 【Fax】 076-463-0530 

 【E-Mail】  harihara@rapid.ocn.ne.jp  【E-Mail】  harihara@rapid.ocn.ne.jp 

 【Rep.】  Shinji Harihara  【代表者名】 針原 信二 

 【T.B.】  Retailer, Manufacturer(wooden goods)  【業種】  小売業、製造業（木材、木製品） 

 【Est.】 1965  【Empl.】 7  【設立年】 1965年  【従業員数】 7人 

 【Items】  Furniture, Dining room table and chairs,bed frames, 

household altars 
 【取扱商品】 家具一般／食堂テーブル・イス／ベッドフレーム／神

棚類 

 【Imp.】  Household altars, votive objects & ritual articles for 

shrines, bed frames, dining sets, and sofa 

（China, Vietnam, Myanmar, Laos） 

 【輸入品目】 神棚／神殿・神具／ベッドフレーム／食堂セット 

／ソファー 

（中国／ベトナム／ミャンマー／ラオス） 

 

12 Hayamizu Hatsujyo Co.,Ltd．  速水発条株式会社 

 2-2-2 Fushiki-kokubu, Takaoka-shi, Toyama 933-0101, Japan  〒933-0101 富山県高岡市伏木国分2-2-2 

 【Tel】 +81-766-44-0550 【Fax】 +81-766-44-0271  【Tel】 0766-44-0550 【Fax】 0766-44-0271 

 【E-Mail】  general_affair@hayamizu-hatsujo.co.jp  【E-Mail】  general_affair@hayamizu-hatsujo.co.jp 

 【URL】   http://www.hayamizu-hatsujo.co.jp  【URL】   http://www.hayamizu-hatsujo.co.jp 

 【Rep.】  Kazumasa Iida  【代表者名】 飯田 和正 

 【T.B.】  Manufacturer(metal products)  【業種】  製造業（金属製品） 

 【Est.】 1953 【Cap.】 \40 million 【Empl.】 100  【設立年】 1953年 【資本金】 40 百万円 【従業員数】 100人 

 【Items】  Power spring, Constant force spring  【取扱商品】 ぜんまいばね／定加重ばね 

 【Imp.】  Steel strips(Germany)  【輸入品目】 鋼帯（ドイツ） 

 【Overseas office】  China, Indonesia  【海外事務所】 中国／インドネシア 
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13 Hokusei Products Co.,Ltd.  ホクセイプロダクツ株式会社 

 1-8  Suehiro-machi, Takaoka-shi, Toyama 933-0023, Japan  〒933-0023 富山県高岡市末広町１－８ 

 【Tel】 +81-766-29-1600 【Fax】 +81-766-21-7720  【Tel】 0766-29-1600 【Fax】 0766-21-7720 

 【E-Mail】  info@w-hokusei.co.jp  【E-Mail】  info@w-hokusei.co.jp 

 【URL】   http://w-hokusei.co.jp  【URL】   http://w-hokusei.co.jp 

 【Rep.】  Shotaro Tomita  【代表者名】 冨田 昇太郎 

 【T.B.】  Wholesale and retail trade  【業種】  卸業・小売業 

 【Est.】 1997 【Cap.】 \12 million 【Empl.】 10  【設立年】 1997年 【資本金】 12百万円 【従業員数】 10人 

 【Items】  High-purity aluminum, pharmaceutical package, 

Safety goods, etc. 
 【取扱商品】 高純度アルミ／医薬品パッケージ／セーフティグッズ

等 

 【Exp.】  High-purity aluminum(Singapore, Taiwan)  【輸出品目】 高純度アルミ（シンガポール／台湾） 

 【Imp.】  Safety goods(Sweden)  【輸入品目】 セーフティグッズ（スウェーデン） 

 【Overseas office】 Sweden     【海外事業所】 スウエーデン 

 【PR】 We, Hokusei Products Co.,Ltd., initiate and produce High-purity 
aluminum , packaging for medical products and safety goods, 
utilizing characteristics of aluminum. And our markets for these 
products are well expanded from Takaoka city, our home town 
upto various overseas countries. 

 【自社ＰＲ】 ホクセイプロダクツ㈱では、高純度アルミ、医薬品パッ

ケージ、セーフティグッズ等、アルミの特性を活かした

商品の企画、製造、販売を地元の高岡から海外まで幅

広く展開しております。 

 

14 ISHISAKIKAGU CO.,LTD.  石崎家具株式会社 

 6758 Fukumitsu, Nanto-shi, Toyama 939-1633, Japan  〒939-1633 富山県南砺市福光6758 

 【Tel】 +81-763-52-3040 【Fax】 +81-763-52-3247  【Tel】 0763-52-3040 【Fax】 0763-52-3247 

 【E-Mail】  honten@ishisakikagu.co.jp  【E-Mail】  honten@ishisakikagu.co.jp 

 【URL】   http://www.ishisakikagufukumitsu.com/index.html  【URL】   http://www.ishisakikagufukumitsu.com/index.html 

 【Rep.】  Yuse Ishizaki  【代表者名】 石﨑 雄世 

 【T.B.】  Manufacturer(Wooden goods)  【業種】  製造業（木材・木製品） 

 【Est.】 1963 【Cap.】 \24 million 【Empl.】 33  【設立年】 1963年 【資本金】 24百万円 【従業員数】 33人 

 【Items】  Wooden beds and cribs  【取扱商品】 家具 

 【Imp.】  Bed, Mattress, Wood 

(China and Indonesia) 
 【輸入品目】 ベッド／マットレス／木材 

(中国／インドネシア／その他) 

 

15 Japan Flower Co.,Ltd.  株式会社ジャパンフラワーコーポレーション 

 2-3-1 Mitoda, Ryutsu-Center, Imizu-shi, Toyama 939-0402, Japan  〒939-0402 富山県射水市 流通センター水戸田２－３－１ 

 【Tel】 +81-766-57-1187 【Fax】 +81-766-57-1287  【Tel】 0766-57-1187 【Fax】 0766-57-1287 

 【E-Mail】  m-matsumura@hanamatsu.co.jp  【E-Mail】  m-matsumura@hanamatsu.co.jp 

 【URL】   http://www.hanamatsu.co.jp  【URL】   http://www.hanamatsu.co.jp 

 【Rep.】  Yoshiaki Matsumura  【代表者名】 松村 吉彰 

 【T.B.】  Retail trade  【業種】  小売業 

 【Est.】 1996 【Cap.】 \3 million 【Empl.】 70  【設立年】 1996年 【資本金】 3百万円 【従業員数】 ７0人 

 【Items】  Flower, components of a flower arrangement, agriculture 

material, used goods 
 【取扱商品】 花／花材／農業資材／中古品 

 【Imp.】  Flowering plants, flower-related material, gardening material, 
seed and sapling 
(China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Netherlands) 

 【輸入品目】 花き類／花関連資材／農業資材／種苗 

(中国／台湾／マレーシア／ベトナム／タイ／オランダ）  

 【Overseas office】 Vietnam  【海外事業所】 ベトナム 

 【PR】 We are producers, retailers and trading company of flowers, having 
directly owned 125 shops. Number of these shops will be more 
in future.  
We have agriculture, logistics and consulting divisions too. Used 
products can be handled by us. 

 【自社ＰＲ】 花製造小売、花の総合商社、直営店舗数は125店舗で

今後は更に増やします。  

農業部門、物流事業部門があり、コンサルティング業務

も行っています。なお、中古品も取り扱います。 
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16 JAPAN PACK CO.,LTD. 
 

ジャパンパック株式会社 

 188 Kitano, Namerikawa-shi, Toyama 936-0806, Japan  〒936-0806 富山県滑川市北野１８８ 

 【Tel】 +81-76-476-1750 【Fax】 +81-76-476-1751  【Tel】 076-476-1750 【Fax】 076-476-1751 

 【E-Mail】  mitsuhironagata@japan-pack.com  【E-Mail】  mitsuhironagata@japan-pack.com 

 【URL】   http://www.japan-pack.com  【URL】   http://www.japan-pack.com 

 【Rep.】  Hiroyasu Nagata  【代表者名】 長田 宏泰 

 【T.B.】  Manufacturer (Paper・Paper-products)  【業種】  製造業（紙・紙製品） 

 【Est.】 1999 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 13  【設立年】 1999年 【資本金】 １0百万円 【従業員数】 13人 

 【Items】  Manufacture and sale of functional container  【取扱商品】 機能性容器の製造・販売 

 【Exp.】  N-Pack (Paper-can)（Taiwan）  【輸出品目】 Nパック（台湾） 

 
 

17 JEC Management Consultant Co.,LTD. 
 

株式会社ジェック経営コンサルタント 

 3-30 minatoirifune-cho, Toyama-shi, Toyama 930-0805, Japan  〒930-0805 富山県富山市湊入船町３－３０ 

 【Tel】 +81-76-444-0035 【Fax】 +81-76-444-1135  【Tel】 076-444-0035 【Fax】 076-444-1135 

 【URL】   http://www.jeckc.com  【URL】   http://www.jeckc.com 

 【Rep.】  Takashi Yamase  【代表者名】 山瀬 孝 

 【T.B.】  Service industry  【業種】  サービス業 

 【Est.】 1991 【Cap.】 \42.5 million 【Empl.】 144  【設立年】 1991年 【資本金】 42.5百万円 【従業員数】 144人 

 【Exp.】  Celeble, Nonalcoholic Sparkling(China)  【輸出品目】 セレブレ／ノンアルコールスパークリング(中国) 

 【Overseas office】 China, Taiwan  【海外事業所】 中国、台湾 

 【Overseas agency】 China  【代理店の所在国】 中国 

 
 

18 JFE Material Co.,Ltd. 
 

JFE マテリアル株式会社 

 2-9-38 Shosei-machi, Imizu-shi, Toyama 934-8550, Japan   〒934-8550 富山県射水市庄西町2-9-38 

 【Tel】 +81-766-84-4490 【Fax】 +81-766-84-5403  【Tel】 0766-84-4490 【Fax】 0766-82-5403 

 【URL】   http://jfe-material.jp/en/  【URL】   http://jfe-material.jp/ 

 【Rep.】  Masaru Washio  【代表者名】 鷲尾 勝 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1999 【Cap.】 \450 million 【Empl.】 220  【設立年】 1999年 【資本金】 450百万円 【従業員数】 220人 

 【Items】  Ferrochromium, chromium metal, ferro-vanadium, 

ferro-nickel molybdenum, Calcium-Aluminate, Plastic 
 【取扱商品】 フェロクロム／金属クロム／フェロバナジウム／フェロニ

ッケルモリブデン／カルシウムアルミネート／プラスチック 

 【Exp.】  Ferrochromium, chromium metal, ferro-vanadium 

(Thailand, India, Australia) 
 【輸出品目】 フェロクロム／金属クロム／フェロバナジウム 

（タイ／インド／オーストラリア） 

 【Imp.】  Chrome ore, Silicon Chromium, Ferro Silicon, Silicon 

Metal, chromium oxide 

（China, South Korea, India, Kazakhstan, Turkey, 

Pakistan, America） 

 【輸入品目】 クロム鉱石／シリコクロム／フェロシリコン／金属シリコ

ン／酸化クロム 

（中国／韓国／インド／カザフスタン／トルコ／パキス

タン／アメリカ） 

 【PR】 We have been, since we were founded, developing technologies of 
alloy materials needed for steel making, through our operation of 
producing Ferrochromium in electric furnace. This technology is 
applied for producing super-alloy which is used for engines of 
aircrafts and turbines of power generators. These products have 
established their firm position in worldwide markets, having good 
reputations of their superior quality. 
Furthermore we contribute to keeping durable environmental 
safety of the earth through our operation of collecting valuable 
metals. 

 【自社ＰＲ】 当社は創業以来、電気炉でのフェロクロム製造事業を

通じて、鉄の使用にかかせない合金素材の技術を培っ

てまいりました。それは航空機エンジンや発電用タービ

ン等の製品に用いられるスーパーアロイの原料としても

活用されています。これらの製品は国内外で品質的に

優れているとの評価を得ており、世界市場で確固たる

地位を確立しております。さらに、有価金属回収事業を

通じて、持続可能な地球環境保全に貢献しております。 
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19 Kitamura Machinery Co.,Ltd. 
 

キタムラ機械株式会社 

 1870 Toide-machi, Takaoka-shi, Toyama 939-1192, Japan   〒939-1192 富山県高岡市戸出町１８７０番地 

 【Tel】 +81-766-63-1100 【Fax】 +81-766-63-1128  【Tel】 0766-63-1100 【Fax】 0766-63-1128 

 【E-Mail】  mycenter@kitamura-machinery.co.jp  【E-Mail】  mycenter@kitamura-machinery.co.jp 

 【URL】   http://www.kitamura-machinery.co.jp  【URL】   http://www.kitamura-machinery.co.jp 

 【Rep.】  Dr. Akihiro Kitamura  【代表者名】 北村 彰浩 

 【T.B.】  Manufacturer (Machining tool)  【業種】  製造業（一般機械・部品） 

 【Est.】 1993 【Cap.】 \380 million 【Empl.】 209  【設立年】 1993年 【資本金】 380百万円 【従業員数】 209人 

 【Items】  Machining Center  【取扱商品】 マシニングセンタ 

 【Exp.】  Horizontal Machining Center, Vertical Machining Center, 

5axis Machining Center, Double Column Machining 

Center, FMS 

 【輸出品目】 横型マシニングセンタ／縦型マシニングセンタ／5軸マ

シニングセンタ／門形マシニングセンタ／フレキシブ

ルマシニングシステム 

 【Imp.】  Machine Tool Parts  【輸入品目】 工作機械部品 

 【Overseas office】 America, Germany, China   【海外事業所】 アメリカ、ドイツ、中国 

 【Overseas agency】 North America, Central America, South America, 

Europe, Asia, Oceania countries 
 【代理店の所在国】  北米、中米、南米、ヨーロッパ、アジア、オセア

ニア地域 諸国 

 【PR】 Family owned and operated, Kitamura Machinery has been 
developing state-of-the-art machine tools since 1933. Today, as a 
result of our original technologies and a reputation for high quality 
and reliability, Kitamura has a full line of “Mycenter”-Vertical, 
Horizontal and 5-Axis Machining Centers. Kitamura values the 
principals of TGA (True Geometric Accuracy) where we fit and 
finish each machining center by hand, blending old world traditions 
with new world advancements. The result is a reputation 
Worldwide as “The Premier Machining Center”, offering our 
customers the highest levels of accuracy, cutting capability and 
machine quality. 

 【自社ＰＲ】 キタムラ機械のMycenterシリーズは、工作機械製造過

程の組立作業上でのコンピュータ制御の補正機能を用

いず、「匠の技」であるキサゲの摺り合わせ作業を全て

の部品の組合せ面に施し、True Geometric AccuracyⓇ

（真の直角度・平行度等の機械姿勢精度）を得ている

Premier Machining Center です。 

省エネルギー、省力化を推進し、利益スピードを徹底的

に追求できる製品です。 

 
 

20 KOKANDO Co.,Ltd. 
 

株式会社 貫堂 

 2-9-1 Umezawacho, Toyama City, Toyama 930-8580, Japan  〒930-8580 富山県富山市梅沢町２－９－１ 

 【Tel】 +81-76-424-2271 【Fax】 +81-76-493-7480  【Tel】 076-424-2271 【Fax】 076-493-7480 

 【E-Mail】  soumu@koukandou.co.jp  【E-Mail】  soumu@koukandou.co.jp 

 【URL】   http://www.koukandou.co.jp  【URL】   http://www.koukandou.co.jp 

 【Rep.】  Yasuhiko Shioi  【代表者名】 塩井 保彦 

 【T.B.】  Manufacturer (Medical and Cosmetics)  【業種】  製造業（医療・化粧品） 

 【Est.】 1876 【Cap.】 \2,145 million 【Empl.】 700  【設立年】 1876年 【資本金】 2,145百万円 【従業員数】 700人 

 【Items】  Pharmaceuticals, soft drinks, cosmetics  【取扱商品】 医薬品、清涼飲料水、化粧品 

 【Exp.】  Pharmaceuticals（Taiwan, Hong Kong, ） 

Soft drinks（South Korea, Thailand, Vietnam） 

Cosmetics(South Korea) 

 【輸出品目】 医薬品（台湾／香港） 

清涼飲料水（韓国／タイ／ベトナム） 

化粧品（韓国） 

 【Imp.】  Miscellaneous goods, cosmetics, candy(South Korea)  【輸入品目】 雑貨／化粧品／お菓子（韓国） 

 【Overseas office】 South Korea, Thailand, Hong Kong   【海外事業所】 韓国、タイ、香港 

 【Overseas agency】 Taiwan, Vietnam  【代理店の所在国】  台湾、ベトナム  

 【PR】 Kokando is expanding its business operation not only in Japan 
domestic market but also in overseas markets. Utilizing these 
production knowhow of our main plant awarded GMP for 
overseas sales, we have strong targets to structure production 
system corresponding to worldwide demand, to develop 
Japan-China merged medicines created by mixing natural herb 
medicine and modern technology, cosmetics and health food and 
to supply human-friendly medicines.  

 【自社ＰＲ】 貫堂は、国内はもとより海外へも広げる展開を進めて

おります。 

海外向けGMP承認された本社工場の生産ノウハウを活

かし、全世界対応の生産体制を構築し、自然の生薬と

近代科学を調和させた和漢生薬製剤や化粧品、健康食

品の開発など、人に優しい製品供給を目指してまいりま

す。 
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21 Komesan Co.,Ltd. 
 

株式会社 米三 

 3-5-8 Shinjoginza, Toyama-shi, Toyama 930-0991, Japan   〒930-0991 富山県富山市新庄銀座３－５－８ 

 【Tel】 +81-76-424-3232 【Fax】 +81-76-424-6611  【Tel】 076-424-3232 【Fax】 076-424-6611 

 【E-Mail】  info@komesan.co.jp  【E-Mail】  info@komesan.co.jp 

 【URL】   http://www.komesan.co.jp  【URL】   http://www.komesan.co.jp 

 【Rep.】  Teru Masuyama  【代表者名】 増山 輝 

 【T.B.】  Retailing  【業種】  小売業 

 【Est.】 1950 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 140  【設立年】 1950年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 140人 

 【Items】  Furniture, Interior  【取扱商品】 家具／インテリア 

 【Imp.】  Furniture, bed, sofa, Interior, dining 

(China, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, Italy, 

Germany) 

 【輸入品目】 家具／ベッド／ソファー／インテリア雑貨／ダイニング 

(中国／マレーシア／タイ／ベトナム／インド／イタリア

／ドイツ） 

 
 
 
 

22 KYOKUTO Co.,Ltd. 
 

キョクトウ株式会社 

 8-10 Ushijima-shinmachi, Toyama-shi, Toyama 930-0856, Japan  〒930-0856 富山県富山市牛島新町８－１０ 

 【Tel】 +81-76-441-2345 【Fax】 +81-76-441-2903  【Tel】 076-441-2345 【Fax】 076-441-2903 

 【E-Mail】  info@kyokuto21.com  【E-Mail】  info@kyokuto21.com 

 【URL】   http://www.kyokuto21.com  【URL】   http://www.kyokuto21.com 

 【Rep.】  Yoshinobu Yasumura  【代表者名】 安村 善信 

 【T.B.】  Manufactuer (pharmaceuticals)  【業種】  製造業（医薬品） 

 【Est.】 1950 【Cap.】 \40 million 【Empl.】 15  【設立年】 1950年 【資本金】 40百万円 【従業員数】 15人 

 【Items】  SEIROGAN (Antiflatulent)  【取扱商品】 正露丸(整腸剤） 

 【Exp.】  SEIROGAN 

(Myanmar, Nigeria, Taiwan, Hong Kong, Macao) 
 【輸出品目】 正露丸 

（ミャンマー／ナイジェリア／台湾／香港／マカオ） 

 
 
 

23 Maruei Ltd. 
 

株式会社丸栄製作所 

 50,Washiduka,Imizu-City,Toyama 939-0305, Japan  〒939-0305 富山県射水市鷲塚５０ 

 【Tel】 +81-766-55-5800 【Fax】 +81-766-55-5811  【Tel】 0766-55-5800 【Fax】 0766-55-5811 

 【E-Mail】  tokikazu_inano@marueiss.co.jp  【E-Mail】  tokikazu_inano@marueiss.co.jp 

 【URL】   http://www.marueiss.co.jp  【URL】   http://www.marueiss.co.jp 

 【Rep.】  Shigeru Imamaki  【代表者名】 今牧 繁 

 【T.B.】  Manufacturing  【業種】  製造業 

 【Est.】 1957 【Cap.】 \50million 【Empl.】 135  【設立年】 1957年 【資本金】 50百万円 【従業員数】 135名 

 【Items】  Bucket for Power Shovel  【取扱商品】 建設機械用バケット 

 【Exp.】  Bucket for Power Shovel & Parts 

(China, Indonesia) 
 【輸出品目】 建設機械用バケット・同バケット部品 

（中国／インドネシア） 

 【Imp.】  Bucket for Power Shovel & Parts(China)  【輸入品目】 建設機械用バケット／同バケット部品（中国） 

 【PR】 Development and manufacturing of buckets for large size 

construction equipment, mining excavator, wheel loader and 

bulldozer (up to 14㎥ of largest size bucket in Japan) We have 

latest automatic welding robot manufacturing lines. 

 【自社ＰＲ】 大型建設機械・鉱山用パワーショベル、ホイールローダ

ー、ブルド-ザー用バケット（１４㎥と国内最大サイズま

で対応）の開発製造を行っています。また、ロボットによ

る自動溶接ラインを備えています。  
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24 Maruwa Chemical Co.,Ltd. 
 

丸和ケミカル株式会社 

 1636-1 Nomura, Takaoka-shi, Toyama 933-0014, Japan  〒933-0014 富山県高岡市野村1636-1 

 【Tel】 +81-766-22-6672 【Fax】 +81-766-22-2494  【Tel】 0766-22-6672 【Fax】 0766-22-2494 

 【E-Mail】  maruwa.co.ltd@e-maruwa.biz  【E-Mail】  maruwa.co.ltd@e-maruwa.biz 

 【URL】   http://www.e-maruwa.biz  【URL】   http://www.e-maruwa.biz 

 【Rep.】  Hiroyuki Kida  【代表者名】 木田 博之 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1988 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 32  【設立年】 1988年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 32人 

 【Items】  Work gloves, non-slip gloves, water-absorbing sandbags, 

and other disaster suipplies 
 【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 

 【Exp.】  Acrylic resin, PVC resin, silicon resin, and 

water-absorbing sandbags 

（France, England, Ｔｈａｉｌand, China） 

 【輸出品目】 吸水性土のう袋 

（フランス／イギリス／タイ／中国） 

 【Imp.】  Work gloves(China, Indonesia)  【輸入品目】 作業用手袋（中国／インドネシア） 

 【Overseas office】 China  【海外事業所】 中国 

 【PR】 We produce and sell water-absorptive sandbags for flood 

control in urban areas. As it's unit weight is only 350g before 

use, we can store them easily. Non-slip parts is equipped to 

prevent slipping when they are stacked. Due to the natural 

disasters in recent years, more interestｓ are shown not only 

by domestic but also by international markets. 

 【自社ＰＲ】 都市部での水害対策用の吸水性土のう袋「土NO袋」

（商品名）を取り扱っております。使用前は１枚わずか

350ｇと軽量で、保管場所にも困りません。また積上げ時

の滑落防止のために、弊社独自の技術で滑り止めを付

けております。昨今の自然災害を受け、国内外からの

関心が非常に高まっている商品です。 

 
 
 

25 MATSUI SHOES CO.,LTD. 
 

有限会社マツヰ靴店 

 3-3-6 Sougawa, Toyama-shi, Toyama 930-0083, Japan  〒930-0083 富山県富山市総曲輪3-3-6 

 【Tel】 +81-76-421-7003 【Fax】 +81-76-421-6469  【Tel】 076-421-7003 【Fax】 076-421-6469 

 【Rep.】  Makoto Matsui  【代表者名】 松井 誠 

 【T.B.】  Retailer  【業種】  小売業 

 【Est.】 1950 【Cap.】 \16 million 【Empl.】 9  【設立年】 1950年 【資本金】 16百万円 【従業員数】 9人 

 【Items】  Shoes, Bag  【取扱商品】 靴／鞄 

 【Imp.】  Women's shoes, Men's shoes, Bags 

(Italy, Germany, France, Spain ) 
 【輸入品目】 婦人靴／紳士靴／鞄 

（イタリア／ドイツ／フランス／スペイン） 

 
 
 

26 MOROHOSHI FREIGHTAGE CO.,LTD.  
 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 
 430 Nishiosawa, Toyama-shi, Toyama 939-2221, Japan  〒939-2221 富山県富山市西大沢430 

 【Tel】 +81-76-468-3301 【Fax】 +81-76-468-3302  【Tel】 076-468-3301 【Fax】 076-468-3302 

 【URL】   http://www.morohoshi.co.jp  【URL】   http://www.morohoshi.co.jp 

 【Rep.】  Shigefumi Morohoshi  【代表者名】 諸星 重文 

 【T.B.】  Service Industry  【業種】  サービス業 

 【Est.】 2000 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 84  【設立年】 2000年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 84人 

 【Items】  Packing and customs clearance  【取扱商品】 梱包業、通関業 

 【Overseas office】 China  【海外事業所】 中国 
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27 NIHONKAI KEISOKUTOKKI CO.,LTD. 
 

日本海計測特機株式会社 

 970 Akada, Toyama-shi, Toyama 939-8064, Japan  〒939-8064 富山県富山市赤田970 

 【Tel】 +81-76-424-4201 【Fax】 +81-76-423-7187  【Tel】 076-424-4201 【Fax】 076-423-7187 

 【E-Mail】  info@nihonkaikeisoku.co.jp  【E-Mail】  info@nihonkaikeisoku.co.jp 

 【URL】   http://www.nihonkaikeisoku.co.jp  【URL】   http://www.nihonkaikeisoku.co.jp 

 【Rep.】  Shigeru Hirota  【代表者名】 廣田 茂 

 【T.B.】  Wholesaler  【業種】  卸業 

 【Est.】 1947 【Cap.】 \30million 【Empl.】 12  【設立年】 1947年 【資本金】 30百万円 【従業員数】 12名 

 【Items】  Precision measurement equipment  【取扱商品】 各種精密測定機器 

 【Exp.】  Load cell(China), Balance monitor, Balancing 

Machine(China, America), Strain gages(China), Hardness 

tester( Indonesia) 

 【輸出品目】 ロードセル（中国）／ 

フィールドバランサ／釣合い試験機（中国／アメリカ）／ 

ひずみケージ（中国）／硬度試験機（インドネシア） 

 【Imp.】  Micropipette puller/Dual view lens & microscope 

(America) 
 【輸入品目】 ガラス電極作製装置／デジタルカメラ 

（アメリカ） 

 【PR】 Our company is a trading company of precision measurement 

equipment sales. The goods which you desire are sent to your 

address safely and quickly. 

 【自社ＰＲ】 精密測定機器販売の商社です。ご希望の商品を迅速・

安全に貴社の所在地までお届けします。 

 
 

28 OHE IRON WORKS & CONSTRUCTION CO.,LTD. 
 

株式会社大江鉄工 

 225 Oiwake, Namerikawa-shi, Toyama 936-0808, Japan  〒936-0808 富山県滑川市追分225 

 【Tel】 +81-76-476-9111 【Fax】 +81-76-475-5255  【Tel】 076-476-9111 【Fax】 076-475-5255 

 【URL】   http://www.ohe-iw.co.jp  【URL】   http://www.ohe-iw.co.jp 

 【Rep.】  Toshimitsu Ohe  【代表者名】 大江 敏光 

 【T.B.】  Manufacturer, Construction industry  【業種】  製造業、建設業 

 【Est.】 1970 【Cap.】 \50 million 【Empl.】 47  【設立年】 1970年 【資本金】 50百万円 【従業員数】 47名 

 【Items】  Plant equipment  【取扱商品】 プラント機器 

 【Exp.】  Plant equipment  【輸出品目】 プラント機器 

 【Imp.】  Plant equipment(China)  【輸入品目】 プラント機器（中国） 

 
 

29 Sankei Net INC. 
 

株式会社三恵ネット 

 276 Higashi-ishimaru, Tonami-shi, Toyama 939-1302, Japan  〒939-1302 富山県砺波市東石丸276 

 【Tel】 +81-763-32-1036 【Fax】 +81-763-33-2217  【Tel】 0763-32-1036 【Fax】 0763-33-2217 

 【E-Mail】  skn@sankei-n.com  【E-Mail】  skn@sankei-n.com 

 【URL】   http://www.sankei-n.com  【URL】   http://www.sankei-n.com 

 【Rep.】  Naoto Yoshida  【代表者名】 吉田 直人 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1974 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 27  【設立年】 1974年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 27人 

 【Items】  Insect Screen, Materials for commercial facilities, Mohair

（pile weather seal）, Camera housing 
 【取扱商品】 防虫網／商業施設材／モヘア／ハウジング用品 

 【Imp.】  Commercial facility material, Mohair（pile weather seal） 

(China, Taiwan, South Korea) 
 【輸入品目】 商業施設材／モヘア 

（中国／台湾／韓国） 

 【Overseas office】 China  【海外事業所】 中国 

 【PR】 Our joint venture plant in Shandong, China produces various 

material for comercial facilities, with equipment of press 

machines, spot welding machines and powder coating line. 

 【自社ＰＲ】 中国山東省に商業施設材の生産合併会社を設立して

おり、設備としてはプレス、スポット溶接、粉袋塗装ライ

ン等を保有しております。 
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30 Sanwa Inc. 
 

有限会社三和 

 14 Houzigase, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama 930-0378, Japan  〒930-0378 富山県中新川郡上市町放士ヶ瀬14 

 【Tel】 +81-76-473-3711 【Fax】 +81-76-473-3712  【Tel】 076-473-3711 【Fax】 076-473-3712 

 【E-Mail】  yongho.eum65@gmail.com  【E-Mail】  yongho.eum65@gmail.com 

 【Rep.】  Yuuzi Ehara  【代表者名】 江原 勇二 

 【T.B.】  Wholesaler  【業種】  卸売業 

 【Est.】 2004 【Cap.】 \3 million 【Empl.】 2  【設立年】 2004年 【資本金】 3百万円 【従業員数】 2人 

 【Items】  Electric & Electronic Components  【取扱商品】 電気・電子部品 

 【Imp.】  Planar Heating Element, Snow Melting Cable for Fever 

(South Korea) 
 【輸入品目】 床暖房発熱フィルム／融雪用発熱ケーブル（韓国） 

 【Overseas office】 South Korea  【海外事業所】 韓国 

 【PR】 “P.T.C Planar Heating Element” is good at thermal control 

and safe, being low-power consuming eco-product. We make 

special quality control and have safety certification of “CE” in 

Europe and “UL” in America, and have good UV-resistance. 

 【自社ＰＲ】 P.T.C面状発熱体は温度管理に優れ、安全で低電力の

eco製品です。当社のグループ工場で製造しているの

で、品質管理を徹底してヨーロッパ（CE規格）やアメリカ

(UL規格）の安全認証を取得し、UV対抗性にも優れて

います。 

 
 

31 SANWA METAL PRODUCTS CO.,LTD.  
 

三和金属工芸株式会社 

 310-1 Tsukurimichi, Imizu-City, Toyama-Pref  934-0042, Japan  〒934-0042 富山県射水市作道310-1 

 【Tel】 +81-766-84-4888 【Fax】 +81-766-84-8029  【Tel】 0766-84-4888 【Fax】 0766-84-8029 

 【E-Mail】  eigyou-03@sanwakinzoku.co.jp  【E-Mail】  eigyou-03@sanwakinzoku.co.jp 

 【URL】   http://www.sanwakinzoku.co.jp  【URL】   http://www.sanwakinzoku.co.jp 

 【Rep.】  Yoshinori Fukui  【代表者名】 福井 義則 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1973 【Cap.】 \30 million 【Empl.】 51  【設立年】 1973年 【資本金】 30百万円 【従業員数】 51人 

 【Items】  Aluminum die-cast parts  【取扱商品】 アルミダイカスト部品 

 【Exp.】  Machinary parts(China)  【輸出品目】 機械部品（中国） 

 【Imp.】  Aluminum die-cast parts(China)  【輸入品目】 アルミダイカスト部品（中国） 

 【Overseas office】 China  【海外事業所】 中国 

 【PR】 We sell aluminum die-cast parts made by our own plant in 

China to Chinese and international market. 
 【自社ＰＲ】 中国の自社工場で製造したアルミダイカスト部品を現地

販売し、輸出もしています。 

 
 

32 SUGITANI CO.,LTD. 
 

株式会社スギタニ 

 173 Jisaki, Oyabe-shi, Toyama 932-0032, Japan  〒932-0032 富山県小矢部市地崎173 

 【Tel】 +81-766-67-0419 【Fax】 +81-766-68-1089  【Tel】 0766-67-0419 【Fax】 0766-68-1089 

 【E-Mail】  sugi-inc@p1.coralnet.or.jp  【E-Mail】  sugi-inc@p1.coralnet.or.jp 

 【Rep.】  Mikio Sugitani  【代表者名】 杉谷 三喜雄 

 【T.B.】  Wholesaler  【業種】  卸業 

 【Est.】 1988 【Cap.】 \10million 【Empl.】 75  【設立年】 1988年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 75人 

 【Items】  Frozen vegetables, Frozen food , fu (wheat gluten)  【取扱商品】 冷凍野菜／冷凍食品／麩 

 【Exp.】  Gluten (Vietnam)  【輸出品目】 グルテン（ベトナム） 

 【Imp.】  Ginkgo nuts, arrowheads (kuwai), pumpkins, and bamboo 

grass(Vietnam) 
 【輸入品目】 銀杏／くわい／かぼちゃ／笹（ベトナム） 

 【Overseas office】 Vietnam  【海外事業所】 ベトナム 

 

- 26 -



ＴＡＩ－ＴＡＩ 
 

33 TAIHEI Co,.Ltd. 
 

太平株式会社 

 737 Fukumitsu, Nanto-shi, Toyama 939-1690, Japan  〒939-1690 富山県南砺市福光７３７ 

 【Tel】 +81-763-52-1136 【Fax】 +81-763-52-6116  【Tel】 0763-52-1136 【Fax】 0763-52-6116 

 【E-Mail】  soumu@taihei-toyama.co.jp  【E-Mail】  soumu@taihei-toyama.co.jp 

 【URL】   http://www.taihei-toyama.co.jp  【URL】   http://www.taihei-toyama.co.jp 

 【Rep.】  Naoki Isizaki  【代表者名】 石崎 直樹 

 【T.B.】  Manufactureｒ  【業種】  製造業 

 【Est.】 1924 【Cap.】 \300 million 【Empl.】 68  【設立年】 1924年 【資本金】 300百万円 【従業員数】 68人 

 【Items】  Indusutorial equipment parts  【取扱商品】 産業用機器部品 

 【Exp.】  Industrial plastic parts, FRPparts  【輸出品目】 工業用プラスチック製品／FRP部品 

 【Imp.】  Plastic Resin  【輸入品目】 樹脂 

 【PR】 Our produckts, film, winding core for paper making and roller, 

have advantages of strong rigidity, light weight and less 

deflection, and have good resistance against heat and 

chemicals. “Taikagurait(carbon-fiber composite)” created by 

our technology has a feature of excellent anti-friction and has 

gained a high reputation as industrial parts for vacuum pumps 

and compressors.  

 【自社ＰＲ】 フィルム・テープ・製紙用巻取コアおよびローラーは、

剛性が高く軽くてたわみにくい製品で、耐熱、耐薬品性

に優れています。       

弊社独自の材料”タイカグライト（炭素繊維複合材）”は、

耐摩擦・摩耗性に優れた摺部材として、真空ポンプ、コ

ンプレッサーなどの産業機器部品として高い評価を得

ています。 

 
 

34 TAIWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 
 

大和製薬株式会社 

 1-2 Mizuhashifutasugi, Toyama-shi, Toyama 939-3546, Japan  〒939-3546 富山県富山市水橋二杉1-2 

 【Tel】 +81-76-478-5171 【Fax】 +81-76-478-5172  【Tel】 076-478-5171 【Fax】 076-478-5172 

 【E-Mail】  taiwa-p@f5.dion.ne.jp  【E-Mail】  taiwa-p@f5.dion.ne.jp 

 【URL】   http://www.taiwa-p.co.jp  【URL】   http://www.taiwa-p.co.jp 

 【Rep.】  Hatashi Murakami  【代表者名】 村上 果 

 【T.B.】  Manurfacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1954 【Cap.】 \50 million 【Empl.】 31  【設立年】 1954年 【資本金】 50百万円 【従業員数】 31人 

 【Items】  New Asuben Taiwa,Taiwa Kesinol Syrup  【取扱商品】 新アスベンタイワ／タイワケシノールシロップ 

 【Exp.】  Krumel ointment, Hifukesu U(Taiwan)  【輸出品目】 クルメル軟膏／ヒフケスＵ(台湾） 

 
 

35 TAIWA SEIKI CORPORATION 
 

株式会社タイワ精機 

 186 Seki, Toyama city, Toyama 939-8123, Japan  〒939-8123 富山県富山市関186 

 【Tel】 +81-76-429-5656 【Fax】 +81-76-429-7213  【Tel】 076-429-5656 【Fax】 076-429-7213 

 【E-Mail】  info@taiwa-seiki.co.jp  【E-Mail】  info@taiwa-seiki.co.jp 

 【URL】   http://www.taiwa-seiki.co.jp  【URL】   http://www.taiwa-seiki.co.jp 

 【Rep.】  Ryoichi Takai  【代表者名】 高井 良一 

 【T.B.】  Manufacturer, Wholesaler  【業種】  製造業／卸業 

 【Est.】 1976 【Cap.】 \50 million 【Empl.】 48  【設立年】 1976年 【資本金】 50百万円 【従業員数】 48人 

 【Items】  Rice-Polishing Machine  【取扱商品】 精米機 

 【Exp.】  Rice-Polishing Machine and Parts 

(South Korea, China, Taiwan and Cambodia) 
 【輸出品目】 精米機／同部品 

（韓国／中国／台湾／カンボジア） 

 【Overseas office】 Cambodia  【海外事業所】 カンボジア 

 【Overseas agency】 South Korea,China,Taiwan  【代理店の所在国】 韓国、中国、台湾 
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36 TAKAOKA MEG CO.,LTD. 
 

株式会社タカオカメガ 

 514-1 Kojima, Imizu-shi, Toyama 939-0274, Japan  〒939-0274 富山県射水市小島514-1 

 【Tel】 +81-766-52-2825 【Fax】 +81-766-52-3942  【Tel】 0766-52-2825 【Fax】 0766-52-3942 

 【E-Mail】  info@takaokameg.co.jp  【E-Mail】  info@takaokameg.co.jp 

 【URL】   http://www.takaokameg.co.jp  【URL】   http://www.takaokameg.co.jp 

 【Rep.】  Shinichiro Juni  【代表者名】 十二 慎一郎 

 【T.B.】  Retailer, Wholesaler  【業種】  卸売業 

 【Est.】 1966 【Cap.】 \20 million 【Empl.】 12  【設立年】 1966年 【資本金】 20百万円 【従業員数】 12人 

 【Items】  Grinding wheels, abrasives, machines and tools, imported 

machines, and used machines 
 【取扱商品】 研削砥石／研削材料／機械工具／輸入機械／中古機

械 

 【Exp.】  Grinding wheels (Taiwan)  【輸出品目】 研削砥石（台湾） 

 【Imp.】  Grinding wheels (Taiwan)  【輸入品目】 研削砥石（台湾） 

 【Overseas office】 Taiwan  【海外事業所】 台湾 

 【PR】 We can handle grinding wheels of any country. 

Overhaul of grinding machines can be done at site or at our 

plant in Taiwan. 

 【自社ＰＲ】 1.世界各国の研削砥石を扱っています。 

2.台湾で研削盤のオーバーホールが可能です。 

 
 
 

37 TAKATA LEMNOS INC. 
 

株式会社タカタレムノス 

 511 Hayakawa, Takaoka-shi, Toyama 933-0957, Japan  〒933-0957 富山県高岡市早川511 

 【Tel】 +81-766-24-5731 【Fax】 +81-766-22-8071  【Tel】 0766-24-5731 【Fax】 0766-22-8071 

 【E-Mail】  info@lemnos.jp  【E-Mail】  info@lemnos.jp 

 【URL】   http://www.lemnos.jp  【URL】   http://www.lemnos.jp 

 【Rep.】  Hiroshi Takata  【代表者名】 高田 博 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1984 【Cap.】 \30 million 【Empl.】 36  【設立年】 1984年 【資本金】 30百万円 【従業員数】 36人 

 【Items】  Clocks (stylish clocks), clock parts and miscellaneous 

goods 
 【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

／生活雑貨品 

 【Exp.】  Clocks(America, Germany, South Korea, Hong Kong, and 

Taiwan) 
 【輸出品目】 置掛時計（アメリカ／ドイツ／韓国／香港／台湾） 

 【Imp.】  Radio-controlled clock movements(Hong Kong)  【輸入品目】 ムーブメント（香港） 

 
 
 

38 TOHO INDUSTRIAL CO.,LTD. 
 

東邦工業株式会社 

 526 Shimoumezawa, Namerikawa-shi, Toyama 936-0857, Japan  〒936-0857 富山県滑川市下梅沢526 

 【Tel】 +81-76-475-0222 【Fax】 +81-76-475-8869  【Tel】 076-475-0222 【Fax】 076-475-8869 

 【E-Mail】  oohata@tohogp.co.jp  【E-Mail】  oohata@tohogp.co.jp 

 【URL】   http://www.tohogp.co.jp  【URL】   http://www.tohogp.co.jp 

 【Rep.】  Daisuke Saito  【代表者名】 斉藤 大助 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1948 【Cap.】 \30 million 【Empl.】 125  【設立年】 1948年 【資本金】 30百万円 【従業員数】 125人 

 【Items】  Ball bearing cages  【取扱商品】 玉軸受保持器 

 【Exp.】  Cold-rolled steel, Bearing part blanks(Poland)  【輸出品目】 冷延鋼板／ブランク（ポーランド） 

 【Imp.】  Rivet insertion machine, Press machine(China)  【輸入品目】 リベット挿入機／プレス機械（中国） 

 【Overseas office】 Poland  【海外事業所】 ポーランド 
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39 TOMBOW BEVERAGE CO.,LTD. 
 

株式会社トンボ飲料 

 1-6-34 Shimoakae-machi, Toyama-shi, Toyama 930-0813, Japan  〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-6-34 

 【Tel】 +81-76-441-4456 【Fax】 +81-76-431-0264  【Tel】 076-441-4456 【Fax】 076-431-0264 

 【URL】   http://www.tombow-b.jp  【URL】   http://www.tombow-b.jp 

 【Rep.】  Akio Misuta  【代表者名】 翠田 章男 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1962 【Cap.】 \60 million 【Empl.】 103  【設立年】 1962年 【資本金】 60百万円 【従業員数】 103人 

 【Items】  Soft drinks, Health drinks  【取扱商品】 清涼飲料／健康飲料 

 【Exp.】  Soft drinks(China, America)  【輸出品目】 清涼飲料（中国／米国） 

 【Overseas agency】 China  【代理店の所在国】 中国 

 【PR】 We started export business of our soft drinks to China in 2013 

and plan to export such products to S.E.Asia and North 

America. 

 【自社ＰＲ】 2013年度より中国向けに清涼飲料の販売を開始。 

今後、東南アジア、北米向けに営業展開の予定。 

 
 
 
 
 

40 TOYAMA COLORING CO.,LTD. 
 

富山カラーリング株式会社 

 1452 Sotowano, Fuchu-machi, Toyama-shi, Toyama 939-2632, Japan  〒939-2632 富山県富山市婦中町外輪野1452 

 【Tel】 +81-76-469-4201 【Fax】 +81-76-469-5571  【Tel】 076-469-4201 【Fax】 076-469-5571 

 【E-Mail】  toy-tck@knei.jp  【E-Mail】  toy-tck@knei.jp 

 【URL】   http://www.toyama-tck.com  【URL】   http://www.toyama-tck.com 

 【Rep.】  Kenji Yonishi  【代表者名】 余西 謙治 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1986 【Cap.】 \32 million 【Empl.】 20  【設立年】 1986年 【資本金】 32百万円 【従業員数】 20人 

 【Items】  Purging agent  【取扱商品】 パージ剤の製造販売 

 【Exp.】  Purging agent (Tomi clean) (America, Europe, Asia)  【輸出品目】 パージ剤（トミクリン）（アメリカ、ヨーロッパ、アジア） 

 【Imp.】  Polypropylene, polystyrene(Taiwan)  【輸入品目】 ポリプロピレン／ポリスチレン（台湾） 

 【PR】 We produce and sell newly developed high functional cleaning 

agent ""Tomiclean""for molding machines and are keeping its 

increased production, enjoying good reputation from our users.

1. Tomiclean S-series, containing special ceramic foaming 

agent, has a good performance of cleaning contamination and is 

friendly to molding machines. 

2. Tomiclean C-series can be used for quick and easy cleaning 

and as an alternative agent of S-series. By using it, changeover 

to next material becomes easy, and it can be used as a sealing 

agent during such changeover. 

 【自社ＰＲ】 新開発の高性能洗浄剤(トミクリン）を製造・販売していま

す。御使用者の高評価を得て、増産を続けています。 

1. トミクリンＳシリーズは、特殊セラミック発泡材を使用

し、色落ちが良く成形機にやさしいシリーズです。 

2. トミクリンＣシリーズは、簡易洗浄やＳシリーズの置換

剤として使用できます。次材への置換が容易で、工程

休止のシール剤として使用可能です。 
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41 TOYOX CO.,LTD. 
 

株式会社トヨックス 

 4371 Maesawa, Kurobe-shi, Toyama 938-0808, Japan  〒938-0808 富山県黒部市前沢4371 

 【Tel】 +81-765-52-3131 【Fax】 +81-765-54-1052  【Tel】 0765-52-3131 【Fax】 0765-54-1052 

 【E-Mail】  world@toyox.co.jp  【E-Mail】  world@toyox.co.jp 

 【URL】   http://www.toyox.co.jp  【URL】   http://www.toyox.co.jp 

 【Rep.】  Makoto Nakanishi  【代表者名】 中西 誠 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1969 【Cap.】 \98.8 million 【Empl.】 291  【設立年】 1969年 【資本金】 98.8百万円  【従業員数】 291人 

 【Items】  Pressure vinyl hoses & fittings, Radiation heating/Cooling 

systems 
 【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 

 【Exp.】  Pressure vinyl hoses and specialized hose fittings 

(Worldwide, especially Asia) 
 【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） 

 【Overseas office】 China (Sales) and Thailand (Mfg. & Sales)   【海外事業所】 中国(販売）／タイ(製造・販売） 

 【Overseas agencies】 Worldwide, especially Asia  【代理店の所在国】 アジアを中心とする世界各国 

 【PR】 We “TOYOX” provide solutions with Hoses & Connectors for 
Safety, Security, Better productivity, Cost down and Save energy in 
the field of Industries. 

 【自社ＰＲ】 トヨックスは、｢ホースと継手」でできる現場改善のご提案

で、産業用市場において、｢安全｣｢安心｣｢生産性アッ

プ」｢コストダウン」および｢省エネ」等のお手伝いをさせ

ていただきます。 

 
 
 

42 UOGISHI SEIKI INTERACTIVE CO.,LTD. 
 

魚岸精機工業株式会社 

 118-1 Kita-takagi, Imizu-shi, Toyama 939-0281, Japan  〒939-0281 富山県射水市北高木118-1 

 【Tel】 +81-766-52-5222 【Fax】 +81-766-52-5223  【Tel】 0766-52-5222 【Fax】 0766-52-5223 

 【E-Mail】  s_uogishi@uogishi.co.jp  【E-Mail】  s_uogishi@uogishi.co.jp 

 【URL】   http://www.uogishi.co.jp  【URL】   http://www.uogishi.co.jp 

 【Rep.】  Tsutomu Uogishi  【代表者名】 魚岸 力 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  金型製造 

 【Est.】 1969 【Cap.】 \45 milliom 【Empl.】 49  【設立年】 1969 【資本金】 45百万円 【従業員数】 49人 

 【Items】  Molds for automotive parts  【取扱商品】 自動車部品用金型製造 

 【Overseas office】 UOGISHI(THAILAND)Co.,Ltd.  【海外事業所】 タイ 

 【Overseas agencies】 UMOLD(THAILAND)Co.,Ltd.  【代理店の所在国】 タイ 

 
 
 

43 UNIVERSAL JAPAN CO.,LTD. 
 

株式会社ユニバーサルジャパン 

 157 Bunden, Fuchu-machi, Toyama-shi, Toyama 939-2718, Japan  〒939-2718 富山県富山市婦中町分田157 

 【Tel】 +81-76-466-2552 【Fax】 +81-76-466-3569  【Tel】 076-466-2552 【Fax】 076-466-3569 

 【E-Mail】  info@universal-japan.co.jp  【E-Mail】  info@universal-japan.co.jp 

 【URL】   http://www.universal-japan.co.jp  【URL】   http://www.universal-japan.co.jp 

 【Rep.】  Yukio Nakada  【代表者名】 中田 幸男 

 【T.B.】  Wholesaler  【業種】  卸売業 

 【Est.】 1997 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 4  【設立年】 1997年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 4人 

 【Items】  Building materials  【取扱商品】 建築資材 

 【Imp.】  Doors, flooring, and stone(China)  【輸入品目】 建具／床材／石（中国） 
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44 WAKABAYASHI PAPER SALES CO.,LTD.  
 

株式会社若林商店 

 2-5 Shirogane-cho, Toyama-shi, Toyama 930-0048, Japan  〒930-0048 富山県富山市白銀町2-5 

 【Tel】 +81-76-423-1148 【Fax】 +81-76-424-0909  【Tel】 076-423-1148 【Fax】 076-424-0909 

 【E-Mail】  general@kamiwaka.co.jp  【E-Mail】  general@kamiwaka.co.jp 

 【URL】   http://www.kamiwaka.co.jp  【URL】   http://www.kamiwaka.co.jp 

 【Rep.】  Keisuke Wakabayashi  【代表者名】 若林 啓介 

 【T.B.】  Wholesaler  【業種】  卸売業 

 【Est.】 1873 【Cap.】 \30 million 【Empl.】 22  【設立年】 1873年 【資本金】 30百万円 【従業員数】 22人 

 【Items】  Fine and industrial paper (duplex boards)  【取扱商品】 洋紙／板紙 

 【Imp.】  Duplex boards (South Korea, Indonesia, and China)  【輸入品目】 コートボール（韓国／インドネシア／中国） 

 【PR】 We are specialized in distributing paper boards for 

pharmaceutical and cosmetic packages. 
 【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。  

 

45 Yamagen Jouzou Co.,Ltd. 
 

山元醸造株式会社 

 2-6-8 Yokota-machi, Takaoka-shi, Toyama 933-0842, Japan  〒933-0842 富山県高岡市横田町 2-6-8 

 【Tel】 +81-766-21-1111 【Fax】 +81-766-24-9787  【Tel】 0766-21-1111 【Fax】 0766-24-9787 

 【E-Mail】  yamagen@p2332.nsk.ne.jp  【E-Mail】  yamagen@p2332.nsk.ne.jp 

 【URL】   http://www.yamagen-jouzou.com  【URL】   http://www.yamagen-jouzou.com 

 【Rep.】  Mamoru Yamamoto  【代表者名】 山本 衛 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1951 【Cap.】 \15 million    【設立年】 1951年 【資本金】 15百万円  

 【Items】  Soybean paste, Soy source, Soup base  【取扱商品】 みそ／しょうゆ／つゆ等 

 【Exp.】  Soybean paste, Soy source, Soup base 

（China, South Korea, Taiwan, Singapore, India, United 

Kingdom, Germany, France,America, Canada, Australia） 

 【輸出品目】 みそ／しょうゆ／つゆ等 
（中国／韓国／台湾／シンガポール／インド／イギリス／

ドイツ／フランス／アメリカ／カナダ／オーストラリア） 

 

46 YAMAOKA SEKIZAI KOGYO 
 

山岡石材工業株式会社 

 733 Shimooigo, Fukuokamachi, Takaoka-shi, Toyama 939-0121, Japan  〒939-0121 富山県高岡市福岡町下老子733 

 【Tel】 +81-766-64-3051 【Fax】 +81-766-64-5334  【Tel】 0766-64-3051 【Fax】 0766-64-5334 

 【E-Mail】  yamaoka@ yamaoka-sekizai.co.jp  【E-Mail】  yamaoka@ yamaoka-sekizai.co.jp 

 【URL】   http://www.yamaoka-sekizai.co.jp  【URL】   http://www.yamaoka-sekizai.co.jp 

 【Rep.】  Tosiaki Yamaoka  【代表者名】 山岡 利昭 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1984 【Cap.】 \10 million 【Empl.】 62  【設立年】 1984年 【資本金】 10百万円 【従業員数】 62人 

 【Items】  Tombstones, stone lanterns, stone for Shinto shrines & 

Buddhist temples, stone walls, marble baths, and building 

stone 

 【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 

 【Imp.】  Tombstones, stone lanterns, stone for Shinto shrines & 

Buddhist temples, stone walls, and building stone(China) 
 【輸入品目】 墓石／燈籠／神社仏閣用石／石塀／建築用石材 

（中国） 

 【Overseas office】 China  【海外事業所】 中国 

 【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. 

 【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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47 YKK CORPORATION KUROBE 
 

YKK 株式会社 黒部事業所 

 200 Yoshida, Kurobe-shi, Toyama 938-8601, Japan  〒938-8601 富山県黒部市吉田200 

 【Tel】 +81-765-54-8000 【Fax】 +81-765-54-8190  【Tel】 0765-54-8000 【Fax】 0765-54-8190 

 【URL】   http://www.ykk.co.jp  【URL】   http://www.ykk.co.jp 

 【Rep.】  Masayuki Sarumaru  【代表者名】 猿丸 雅之 

 【T.B.】  Manufacturer  【業種】  製造業 

 【Est.】 1934 【Cap.】 \11992million 【Empl.】 3358  【設立年】 1934年 【資本金】 11992百万円 【従業員数】 3358人 

 【Items】  Fastening Products  【取扱商品】 ファスニング関連商品 

 【Imp.】  Zipper Parts & Materials(China and Indonesia), 

Hook & Loop Fasteners(Indonesia), 

Machines & Parts(China and Indonesia) 

 【輸入品目】 ファスナー部品・材料（中国／インドネシア等）／ 

面ファスナー（インドネシア等）／ 

加工機械・部品（中国／インドネシア等） 

 【Exp.】  Zippers, Parts and Materials, Hook & Loop Fasteners, 

Buckles, and Machines & Parts 

(Worldwide) 

 【輸出品目】 ファスナー製品・部品・材料／面ファスナー／バックル

／加工機械・部品 

（各国） 

 【Overseas office】 71 countries & region  【海外事業所】 世界７１カ国/地域 
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