FBC上海2019ものづくり 商談会
出展企業リスト
8月13日
Booth. 公司名（中国）

会社名（日本）

業種

A001

上海太瑶自动化科技有限公
司

株式会社 タイヨーアクリス 電子・電気

A006

上海坂井塑料成形有限公司

泉商事株式会社

A007

上海日设商贸有限公司

株式会社

A008

致琦雅橡塑制品 （上海）有 土谷ゴム化成（上海）有限
限公司
公司
電子・電気

A009

福可特（上海）自动化设备
有限公司
株式会社 ファクテム

日本設計工業

A012

成田燃烧工业 （嘉善）有限
公司
株式会社 成田製陶所
日传国际贸易 （上海）有限
公司
株式会社日伝

A013

广舜检测技术 （上海）有限
公司

A014

上海岩谷有限公司

A015

东莞市日和自动化设备有限
公司

A011

株式会社 TMコーポレーシ
ョン

A018

产机电子 （苏州）有限公司 株式会社

A019

巴开吉（苏州）工业设备包
装有限公司
株式会社 ニホンパッケージ

A020

东莞长谷川金属制品有限公
司

A021

八光电热器件 （上海）有限
公司
株式会社八光電機

産機

長谷川工業株式会社

電子・電気

130年以上橡胶生产历史底蕴

スポンジ の押し出し品

销售品（中）

精密金型設計制作 、精密プレス加
工、精密成型加工 、自動機FA機器
の設計、開発、製作、メンテナン
ス、IoTシステム 開発
家電部品、厨房用部品 、衛生機器
部品、介護用品、建材部品

精密模具设计制作 ，精密冲压加
工，精密成形加工 ，自动机FA机器
设计、开发、制作、维修保养 ，
IoT 系统开发

海棉的挤出产品

动力传导机器 ，产业机器

動力伝導機器 ，産業機器

各種の産業ガス、LPG、ショット 销售各种产业气体 、LPG、切割机
ブラスト、コンプレッサー 、電子 、压缩机、半导体及液晶材料 、清
設備、洗浄剤等
洗剂及清洗设备

FA自動化・設
備
创新供料系统 ，品质胀紧元件 。

达泱环境设备贸易 （上海）
有限公司
大洋技研株式会社
特克能机械 （苏州）有限公
司
株式会社 テクノプラン

主要生产超声波清洗机 喷淋清洗机
药液清洗机 CO2清洗机 自动搬送
移载机 以及一切非标自动化设备 。
光纤激光焊接机 ，头高速精密振镜
描扫焊接 ，与自动化设备的通信以
及与FA设备的连接使得可以在短时
间内和多个点处组合精密部件 。

三光品牌数控中走丝 ，高精密注塑
（热固，热塑注塑，埋入注塑 ），
高精密冲压模具 （冲压件），高精
密部品，治具，检具等。
振动机、振动送料系统 、刹车马达
、联轴器、涨紧套、安全视窗 （强
化玻璃）

輸送ダメージに対応した各種梱包 防止运送中发生损害而对机械设备
の設計・製造、販売並びに設備・ 的各种捆包设计 、制造、销售以及
機械の据付作業
设备、机械的安装作业
铝制高处操作台 （可定制）、梯子
アルミ製はしご、脚立、踏台、三 、人字梯、踏台、园艺用三角梯 、
脚はしご、高所作業台 （特注可） 作业台

FA自動化・設
備
はしご・脚立のパイオニア

ソリューショ
ン

ファイバーレーザー 溶接機、高速
精密ガルバノースキャナーヘッド
搭載、自動機との通信、FA機器と
の連携可能により、精密部品 の短
時間、多点接合は特徴としてます
。

三光ブランドのモリブデンワイヤ
放電加工機 、高精密射出成形金型
（熱硬化性と可塑性の成形品とイ
ンサート成形品）、高精密プレス
自動化設備 、高精密部品 、高精密 自动化设备 ，高精密部品 ，高精密 金型（プレス品）、高精密部品 、
検査治具
检查治具
治具、検具など
振動機、パーツフィーダ 、ブレー
キモーター 、カップリング 、クラ
ンプエレメント 、安全窓（強化ガ
ラス）

「梱包作業 ・重量作業 は、弊社へ 梱包資材並 びに機械据付作業 に使 捆包资材和机械安装作业所使用的
お任せ！」
用する道具、工具
工具等

電子・電気

河村電器産業株式会社

钣金件 机加件 钢材原材料 气动元
件 电机 水泵 电气配件 PLC 等

FA自動化・設
備、自動車・
船舶製造 、電
子・電気、工
場MRO
国内唯一 のレーザー技術

FA自動化・設 三光品牌的中走丝是国内唯一出口
備
欧美，日本等国家

动力传导机器 ，产业机器
各行业高性能氦检设备 ，全自动氦
检成套解决方案 ，高压氦检设备 ，
高性能氦回收装置

ガス＆エネルギー の価値を生み出
す

A024

生产以及销售汽车 ，家用电器 ，光
学，电子，通信设备等相关的橡胶
成型和海棉冲压品
1.各种自动化设备设计 、制造、销
售
2.基板贴装 、插件工艺中多功能异
型元件插件机的销售
3.隔热纸等环境解决方案商材的销
售

多规格的红外线辐射陶瓷板以及燃
セラミックプレート 、赤外線バー 烧器、精确加热的控制系统 、高节
品质卓越 、节能环保、燃烧领域的 フレキシブルチューブ 、ロータリ 各种燃气用金属编织输气软管 、燃 ナ、精確加熱の制御システム 、省 能（普通明火燃烧器 30%以上）的
先驱
ージョイント
气用可旋转连接头
エネ（３０％以上）の燃焼技術
燃烧技术
動力伝導機器 ，産業機器

苏州雷特尔机电贸易有限公
A022-2 司
株式会社 ジーネット
拉普拉斯 （上海）机电有限
A023
公司
株式会社 ラプラス

浜正机电贸易 （苏州）有限
A022-1 公司
浜正機工株式会社

電気抵抗加熱式 の電熱機器 （ヒー 电气抗加热式电热机器 （各种加热
小ロットの小型の切削加工部品 、 小批量的小型切削加工部件 ，板金 ター各種）、温度制御機器 、各種 器），控温机器，各种产业用机器
熱とその関連技術お任せください 板金加工部品
加工部件
産業用機器
。

世界へ広がる、浜正品質 とサービ
ス

日本ブランドのものづくりを 支援 中国製自動省力化機器用部品

中国製自動省力化機器用部品

電気を安心、安全に配給する技術 電気、電子部品（配電盤）

トータルソリューション でお客さ
まの抱える様々な水及び圧縮空気
除湿装置 などの省エネ課題を解決
します。
切子処理 パイオニア

A030

FA自動化・設
株式会社先驱风力机
株式会社 パイオニア 風力機 備
クリーン 環境機総合 メーカー
FA自動化・設
高技（常州）机械有限公司 不二商事株式会社
備
想像を形に、開発型メーカー

A031

日本株式会社松浦机械制作
所上海代表处

A029

販売（日）

車載、家電、光学、電子、通信と
電機関係のゴム部分及びゴムスポ
ンジ等の抜き加工品
1.各種自動化設備 の設計、製造販
売
1.板金、プレス加工/金属、樹脂切 1.板金，压力机加工 /金属，树脂切 2.基板実装工程 における多機能異
削加工
割加工
型部品挿入機 の販売
FA自動化・設
2.樹脂成型加工 /三大表面処理加工 2.树脂成型加工 /三大表面处理加工 3.遮熱シート等環境ソリューショ
備
使い手を想う心を大切にする会社 3.制御盤/制御機器
3.控制盘/控制机器
ン商材の販売

FA自動化・設
備
FA自動化・設
備、エコロジ
ー、電子・電
気、工場MRO
、ソリューシ
ョン
FA自動化・設
備、エコロジ
ー、電子・電
気、工場MRO
、ソリューシ
ョン
FA自動化・設
備

A027

精密金型 の設計製作、精密プレス
加工、工場自動化 などなら 、上海
太瑶にお任せてください
機械加工品 、金型パーツ
机械加工品 ， 模具零件
液体塗装 、粉体塗装 、カチオン 塗
装、メッキ、EVA

FA自動化・設 日本技术 ，国内企业。研发设计制
備
造一体化 。

苏州吉广商贸有限公司

A026

采购品（中）

私達はマテハンシステム のスペシ
医療・医薬、基板・半導体、自動
FA自動化・設 ャリスト 集団です。多彩なニーズ 機械自動 ・省力化設備 、機械設備 机械自动化 ・省力化设备 、各种机 車業界を中心に、製造・検査ライ 以医疗・医药、基板・半导体、汽
備
にお応えします。
部品全般
械设备零件
ン
车行业为中心的制造 ・检查流水线

岩谷産業株式会社

A017

上海河村电气有限公司

調達（日）

FA自動化・設
備
国际高品质 本地服务

PHYSICALPHOTON 株式会
社

A016

キャッチコピー /一句话标语

モーター ·磁石·板金·部品加工

马达·磁石·钣金·部品加工

産業用設備機械 、伝導機器 、生産
設備の自動化（FAシステム ）関連
の空圧機器と電気製品 、切削工具
、生産ライン自動化・コストダウ
ン提案の関連機器

工业用设备机械 、传动机器部品 、
生产设备自动化 （FA系统）关联的
气动元件和电机产品 ，切削工具 、
生产线自动化提案 、成本降低提案
的关联机器

産業用設備機械 、伝導機器 、生産
設備の自動化（FAシステム ）関連
の空圧機器と電気製品 、切削工具
、生産ライン自動化・コストダウ
ン提案の関連機器
自動化設備 自動省力機器用部品
測定工具 切削工具 作業工具
中低圧配電盤 ・分電盤・制御盤・
ブレーカ ・キャビネット 類

工业用设备机械 、传动机器部品 、
生产设备自动化 （FA系统）关联的
气动元件和电机产品 ，切削工具 、
生产线自动化提案 、成本降低提案
的关联机器
自動化設備 自動省力機器用部品
測定工具 切削工具 作業工具

弊社は創業40年の日系メーカー で
、圧縮空気除湿装置及 び廃水処理
設備、特殊排水処理剤等 の製造販
売をしております 。
中国での実績は豊田広州工場
（GTMC）、豊田天津工場
（TFTM）、不二工機 、三菱瓦斯
化学、无锡住化、東麗医療科技 60
社ほど日系に実績がございます 。
クーラントセパレーター 、マグネ
ットリフマグ 、永電磁石関係製品

本公司日本总部是大阪的 “大洋技
研股份有限公司 ”。
本公司是工厂压缩机周边使用的吸
附式压缩空气除湿设备以及废水处
理设备·废水特殊药剂的制造商 。
磁性分离器 ，磁性起重器 ，电永磁
应用相关产品

エアー吸着マット（靴底の汚れを 空气吸尘垫 （这种垫子可以吸取鞋
吸い取るマット、工場をキレイに 底的污垢 ，是清洁工厂的理想选
するのに最適！）
择）
揺動鍛造機 、野菜栽培設備

摇动锻造机 、蔬菜栽培设备

（株）松浦機械製作所

工作機械構造部品全般 （鋳物、加
竪型＆横型マシニングセンター 、 销售各种立式 &卧室加工中心 ，超
独自開発 ・設計・製造による高品 工品、電気部品、エアー、油圧関 加工中心各种构件 （铸件、配件加 超高速高精度 5軸加工エリニアモ 高速超精度 5轴线性马达机种 ，以
質のマシニングセンター
係）
工、电配件、空压油压关联配件 ） ータ機、金属光造型複合加工機
及金属激光成型复合加工机

株式会社 テクノスマート

Changing Life with Coating
Technology

南通青贩机械有限公司 ／上
海坂荣自动化科技有限公司 青木精密工業株式会社

FA自動化・設
備
日本品质 、真诚高效、及时周到

乾燥機フレーム、製缶・板金、各 干燥FRAME、制罐·钣金、各种装置 Li-B用塗工装置 、光学フィルム製 Li-B用涂布设备 、光学膜制造设备
種装置、送風機、熱交換機 、架台 、鼓风机、热交换机 、架台、现场 造装置、液晶関連 フィルム 製造装 、液晶相关膜制造设备 、其他各种
、現地工事
施工
置、各種装置、乾燥機
设备、干燥箱
齿轮齿条 、减速机、液晶工厂用设
机械加工品 （车床、加工中心 ）
备。

A037

阿迩贝司机电技术 （上海）
有限公司
株式会社 アルプス技研
日太克精密计量设备 （上
海）有限公司
ハカルプラス 株式会社

FA自動化・設
備
暗示にあリング業界実績 20年
FA自動化・設
備
計量トレース管理/粉体自動計量

工場自動化生産 ラインと設備、B 工厂自动化生产线及设备 ，汽车散 日本縦式破砕機 、日本ITOMIC業務
チューブミル 設備とローラー 関連 热器切断设备及滚轮模具 ，及其他 用給湯器、三菱磁選機 、高天井
、その他の部品
部品
LDEライト
粉体自動計量 /手計量トレーサビ
台秤/ロードセル
台秤/称重模块
リティシステム

A038

大明国际控股有限公司

A033
A034

A036

A039-1 苏州石川制铁有限公司
A039-2 常州田上机械有限公司

自動車・船舶
製造、エコロ 钢铁材料及加工配套一体化服务商
ジー
材料から加工迄の一貫提案型企業
鉄鋳物素材 から機械加工 までの一
石川可鍛製鉄株式会社
貫生産企業
株式会社 タガミ・イーエク
製缶～機械加工～塗装までの一貫
ス
生産

ステンレス /普通鋼の材料、各種 不锈钢/碳钢材料 、加工服务 （裁
加工（溶断、研磨、成形、機械加 剪、研磨、切割、成型、机加工、
工、溶接、熱処理等 ）
焊接、热处理等）
自動車部品 、鉄道部品 、配管部品
、建機部品
大型板金加工 （建設機械向 け板金
、産業機械向 け板金、組立、塗
装）

冷間鍛造 と高度な熱処理技術 によ
り高品質・高強度ボルトを提供し
ます／提供冷间锻造及高度热处理
技术制造的高品质 、高强度螺栓
線材、各種ファスナー 類

A039-4 共和机械 （山东）有限公司 株式会社共和工業所
A039-5 大连东雅电机有限公司

東亜電機工業株式会社

A039-6

京町産業車輛 (株)

A040

株式会社日中 ＢＨＥコミュ ソリューショ
ニケーションズ
ン

A041

工场网信息科技 （上海）有 ファクトリーネットワーク
限公司
チャイナ

汽车部件、轨道产品、管件/配件
、建机部件
大型板金加工 （建设机械钣金 、产
业机械钣金 、装配、涂装）

开发及生产金属冲压部品和模具 、
精密プレス部品・通信機器 ・照明 光控开关 、路灯控制系統 、照明器
機器の製造、販売
具、通信設備及部品

加贺电气工业 （无锡）有限
A039-3 公司
かがつう 株式会社

日中产学研交流促进社

日本极东开发竖式破碎机 ，日本伊
藤美珂商务热水器 ，日本三菱磁选
机，日本LED节能灯
粉体自动计量 /手计量可追溯性系
统

FA自動化・設
備

モーター 、タイヤ、ウィンチ

製造業ビジネスマッチング の専門
店

线材、各类紧固件

高強度ボルト
高强度螺栓
ワイヤーハーネス 、電装アッセン
ブリ製品
电线导线 、电装装配制品

电机、车轮、手拉葫芦改造品

ハンドリフト 、シューカー
日中業界視察 、技術提携 コンサル
ティング、企業パンフレット ・
WEB製作
ものづくり ネットワーク を中国・
アジアへ、20,000社が登録する製
造業専門の交流データベース 。事
業内容：商談会・FNAマガジン ・
電子商取引 ・B2Bサイト・貿易・
調査・メルマガ ・グループウェア
。

升高机、搅拌机
中日行业视察 、技术需求对接咨询
、公司日文宣传册 ·网站制作
将制造业交流网络扩大至全中国和
亚洲，拥有超过2万家专业制造业
数据库。主要业务包含 ：对接会/
展会，FNA杂志，商务对接网址 ，
调查，贸易，云办公软件等

FBC上海2019ものづくり 商談会
出展企業リスト
8月13日
Booth. 公司名（中国）

会社名（日本）

業種

キャッチコピー /一句话标语

調達（日）

采购品（中）

販売（日）

销售品（中）

A044

初田（上海）国际贸易有限
公司／初田（宁波）消防器
材有限公司
株式会社初田製作所

A045

上海星藤机械有限公司

ITOCHU MACHINETECHNOS CORPORATION

有效利用伊藤忠集团的优质资源 ，
为您提供最优质的服务

业务用3kg干粉ABC灭火器、HELLO
KITTY家用灭火器 、colorful家用灭
火器
我司为伊藤忠集团旗下伊藤忠
MACHINE-TECHNOS 株式会社的中
伊藤忠グループの伊藤忠マシンテ 国法人。在<上海・广州>设有事务
クノス（日本）中国現地法人 <上 所，是以销售工作机械 、锻压机械
海・広州。工作機械 ・鍛圧機械 ・ 、组装设备、各种自动化装置 、食
組立装置・各種省人化装置 ・食品 品机械等为主的 「机械类综合性贸
機械等を扱う「機械総合商社 」
易公司」

A046

青岛关光国际物流有限公司

関光汽船株式会社

「海より速く、空より安く」フェ
リー輸送のパイオニア 、日中間高
速輸送サービス

日中間国際輸送 サービス

A047

常州国家高新技术产业开发
区 招商局

常州国家高新技術産業開発
区 招商局
スタッフィング ・ジャパン ソリューショ
株式会社
ン

中国で航空、鉄道、高速道路 、港 新エネルギー 車及び自動車コアパ 新能源汽车及汽车核心零部件 ，新
４つの交通要素が揃ってある 国家 ーツ、新医薬及び医療機器 、カー 医药及医疗器械 ，碳纤维及复合材 ワンストップ 式政務サービス 、オ 政务服务 “一张网”，“不见面审批 ”
級高新区 である。
ボンファイバー 及び複合材料
料
ンライン審査。
。
中国人理工类应届生 ・短期就业后
アジアを代表するHRサービス 企業
中国人理工系新卒 ・第二新卒人材 换工作的人才

A049

苏州速思科技有限公司

SUS株式会社

アルミを進化させるSUS

A052

常州鼎涛精工科技有限公司

A053

上海白铜精密材料有限公司

白銅

株式会社 TPiCS研究所

株式会社 ティーピクス 研究 ソリューショ
所
ン

A048

A054

A055

消火器に使う多種少量 の切削加工 灭火器上使用的切削加工 ，注塑、 3kg粉末ABC消火器（業務用）、
FA自動化・設
、樹脂系、ダイカスト や鍛造等の 压铸锻造等工艺的零部件 ，量少类 HELLO KITTY消火器（家庭用）、
備
火災から生命、財産、文化を守る 部品はいい業者を見つけたいです 多，希望能找到合适的供货厂家
colorful消火器（家庭用）

工場MRO

15年出口生产企业 ，产品品质符合
日本标准 ，公司本着严格质量把
控，诚信经营第一位 。
チップソー 、カッター 、ドリル

攻撃型生産管理 システム TPiCS

A056

音赛科技 （上海）有限公司

A057

日新意旺高科技 （扬州）有
限公司

FA自動化・設
備
クリーンルーム 完備

A058

无锡利美科技有限公司

A059

電子・電気、
星光树脂制品 （昆山）有限
自動車・船舶
公司
スターライト 工業株式会社 製造

深圳市林科超声波洗净设备 Linkesonic Cleaning
有限公司
Equipment Co.,ltd
好利旺机械 （上海）有限公
司
オリオン 機械株式会社

在制造管理方面感觉到困难的企
生産管理面 （生産計画作成 、短納 业，比如：生产计划做成 ，短交货 生産管理システム （ｆ－ＭＲＰ 製
期の対応、在庫削減 、進捗管理 、 期对应，削减在库，进度管理 ，制 番システム、繰返生産 システム 、 生产管理系统 （f-MRP制番系统 ，
製造原価管理 など）でお困りの方 造原价管理等
製番管理システム ）
往复生产系统 ，制番管理系统 ）
整体硬质合金锯片铣刀 ，成型齿铣
刀（单角双角、凹凸圆弧 、铲背铣
钥匙槽刀 、牙花刀等 )，全磨齿高速
刚锯片铣刀 ，整体硬质合金或高速
钢圆刀，薄型锯片铣刀专用刀柄
自动化设备所需的各类机械手 ，电
机，驱动，马达，传感器等标准电
气件及标准气动件等 。
アルミ・ステンレス 切削加工品 、
板金加工品 、真空配管 、継ぎ手、
樹脂加工品 、Oリングなど

FA自動化・設
備
产业精密清洗设备制造专家
FA自動化・設
備
制造出令顾客感动而满意的产品

水系洗浄装置用 シリーズ 、溶剤洗 水基清洗设备系列 、溶剂类清洗设
生御盤電子部品 、モーター 、ファ 控制柜电子零件部件 、电机马达 、 浄装置シリーズ、純水·超純水給水 备系列、配套的纯水及超纯水制水
ン、真空ポンプ、バルブ、パイプ 风机、真空泵、阀门、管件、过滤 装置、洗浄水再利用装置 、廃水蒸 设备、清洗水再利用装置 、废水蒸
、フィルター 消耗品
器耗材
発ゼロ排出装置
发零排放设备
冷水机、干燥机、过滤器、精密空
铸件厂家制品
调机、真空泵

A065

无锡必力福系统电气有限公
司

A066

A067
A068

电气控制服务的综合能力是我司的
优势！（制御技術の総合力が自慢
です。）
FA部品、低圧部品 、電線類

日本必力福株式会社

无锡必丽福商贸有限公司

株式会社日本物流機器

FA自動化・設
備
The Metallic Future

毕恩吉商务信息系统工程
（上海）有限公司
创未先端技术研究开发 （大
连）有限公司

東洋ビジネスエンジニアリ
ング株式会社
株式会社 Create Next OSD
ジャパン

ソリューショ
ン
ソリューショ
ン

株式会社東京精機工作所

FA自動化・設
備
工作機械 の未来をつくる 。TSKK

A069

ITでスマート 工場化を支援！

A070

特殊技研 （上海）商贸有限
公司
特殊技研株式会社

A071

日立解决方案 （中国）有限
ソリューショ
公司
日立ソリューションズ 中国 ン

世界30ヵ国地域、66,000社でご利
用実績あり

A072

上海光起电子设备有限公司

異物対策 の専門家

株式会社 レヨーン工業

A074

东莞市东迪润滑油科技有限
公司
大谷金属加工 （苏州）有限
公司
株式会社 大谷加工

A075

大连铃木研磨贸易有限公司

A073

A076

A077
A078

株式会社鈴木研磨

丰汉电子 （上海）有限公司 豊電子工業株式会社

东朋技术 （上海）有限公司 東朋テクノロジー
奥绮斯摩涂料 （常熟）有限
公司
オキツモ 株式会社

免费提供样品并客户提供符合中国
法规的废液处理方案

FA自動化・設
備
精密機械加工 と全品検査

封緘機、エアパウチ （NEWTYPE ）
、半自動梱包機 、パドパック （紙
緩衝機）、コードレスハンデイ 電 封箱机，缓冲制造机 ，半自动打包
動梱包機
机，牛皮纸缓冲机 ，电动式打包机
机械部品 ・自动化设备
各种采购件 、耐火材料 、SUS网带
、耐热铸钢制品等

スピンカシメ 機・切粉処理装置
铆接机・切屑处理装置
工業炉及び関連設備 の設計製作 、 工业炉及相关设备的设计制造 ，现
現地据付、試運転
场安装/调试

工控类产品 ，低压类产品 ，电线

１、自動化PLC制御ソフト制作、
改造及びメンテナンス ；
２、電気制御盤 ；
３、装置、制御盤周辺配線工事

1、自动化PLC程序制作 ；
2、电气控制柜 ；
3、设备及电气控制柜配线工事

1、設備用板金 ・加工品・研磨品
・包装資材
2、SUS製容器（食品、化学品、粉
体）※危険物包装容器 ライセンス
取得
３、中国製造加工部品 の日本輸出

1.成套设备用板金 、机加工产品 、
抛光产品及包装资材
2.不锈钢容器 （食品用，化学品
用，粉末用）
3.中国制品的出口

見える化「Biz board」、ペーパー
レス化「RAKU-PAD」、設備稼働
監視「SIGNAL
CHAIN」
生産工場向
けFA機器、精密部品製
作、loT・MES等の生産管理 システ
ム

可视化「Biz board」、无纸化「
RAKU-PAD」、设备运转监视 「
SIGNAL CHAIN」FA机器、精密零部
面向生产工厂的
件制作、loT、MES等生产管理系统
。

バルブ数・表面処理 （メッキ、ア 球阀、表面处理（镀锌、阳极氧
ルマイト ）、フランジ 、配管
化）、法兰、配管

PLC・センサー類

スタレット

電子・電気

自动化检测设备 ，高精密自动化装
配设备，高价值设备升级改造 ，自
动化生产线等

销售汽车 、电气、医疗、复印机、
高精度齿轮 、涡轮、蜗杆、高低压
元器件、涂装组立品 、独自开发的
原料、模具等产品 。

A064

A063

真空チャンバー を主としたモジュ
ール品。個別使用 に対応し、設計
から対応。又、大型品まで対応可
能

自動化設備設 、搬送ライン、リー 非标自动化设备 ，流水钱，气密检
ク検査機、ネジ締め機、画像測定 测机，自动锁螺丝机 ；画像检测装
装備、塗布機等
置，涂油机等

FA自動化・設
備
17年累积的技术 ，为您保驾护航

FA自動化・設
（株）サンタナートレディ 備、自動車・
上海简沃机械有限公司
ング
船舶製造
增上机械制造 （大连）有限
FA自動化・設
公司
株式会社 弘機商会
備
ニッチなカシメ方法です
機械部品 ・自動化設備
FA自動化・設 顧客のニーズに合わせる専門設計 購入品、耐火材料、SUSメッシュ
上海前导商贸有限公司
アドバンエンジ 株式会社
備
が得意
ベルト、耐熱鋳鋼部品 など

A062

ロボット安全栅、アルミフレーム 机器人安全围栏 、铝型材连接螺母
ナット、アジャスターボルト 、取 、设备水平调节地脚 、自动化设备
っ手、設備パーツ
拉手，自动化设备配件

高精度整体硬质合金锯片铣刀 ，圆
刀

FA自動化・設
備、ソリュー
ション
智能检测精密制造设备升级领先者

マルゴ工業株式会社

SUS集团自行研发的铝制产品 ：第
三代铝制精益管 GF系列，铝型材
SF/XF/BF/AZ系列，XA电缸/控制盒
等控制系统 Snets系列

アルミ、伸銅、ステンレス 、特殊 对铝、铜、不锈钢、特殊钢、塑料
鋼、プラスチック 等の板、棒、管 等材料（进口材料）进行加工及切
などの販売及び切断などの加工
断后销售

工場MRO

A061

切割锯片 、刀具

株式会社

上海辰宁工具有限公司

A060

SUS自社開発 のアルミ製品：GFシ
リーズ、SF/XF/BF/AZシリーズ 、
XA/S－Box等制御システムのSnets
シリーズ

PLC、传感器等

钢球，铁球

スファイシングマシン 、ロータリ
ー研削盤、半導体シリコン 用加工 切片机、圆台平面磨床 、半導体晶
機など
棒用加工机 等等
TK．マークペン ピンホールイン
レイ
TK.记号笔 微孔镶补仪器
SCM・物流のBtoB連携を強化する SCM，物流业务相关的 BtoB通过云
クラウド ・IoTソリューション
技术和IoT解决方案 （TWX-21、
（TWX-21、Logiura，RPA）
Logiura，RPA）

アルマイト 加工部品 、金属加工部 氧化铝加工零件 ，金属加工零件 ， 除塵クリーナー 、プラズマ 洗浄装
品、アルミフレーム 、ブラシロー 铝型材，毛刷滚轮，承包设计 ，承 置、クリーンロール 、保護フィル 清洁机，等离子清洁机 ，清洁滚
ル、外注設計、組立請負
包组装
ム
筒，保护膜

基础油、极压抗磨添加剂 、高纯度
溶剂
ステンレス 全般の機械加工品 、板 各类不锈钢相关的机加工 、板金、 ステンレス 製品全般 （特に中厚
金品及び製缶品
以及制罐制品
板）及び金属・非鉄金属加工製品
治具、金型部品、精密機械加工部
品。短納期、低価格、高品質。

水溶性切削液及磨削液 、压造油、
冲压拉伸油 、清洗剂、防锈剂、机
械设备润滑剂废液再生处理 、润滑
产品化验检测
各类不锈钢制品 （特别是中厚
板），以及金属、非铁金属加工制
品
治具。模具零部件 、精密加工零部
件。短納期、低価格、高品質。

①日系メーカー以外を取り扱う、
各種FA機器代理店 ・商社（メカニ
カル、電気）②鉄、ステンレス 材
の、切削・製缶・機械加工品 （ア
ルミ切削品は不用）③アルミダイ
先端の複合的技術開発 の研鑽を重 カスト周辺設備に付随した、コン
FA自動化・設 ね、産業界のリーディングカンパ ベア・油圧プレス・搬送装置 など
備
ニーとして邁進し続けます。
の、各種自動化装置

①日系厂家以外 ，可以提供各种 FA
机器代理点 /贸易公司 （机械/电
アルミダイカスト 周辺産業用 ロボ
气）②铁、不锈钢的切削 ，制罐， ットシステム の設計・製作・メン 产品机器人系统的设计 ，制作，保
机械加工品 （铝合金切削品不要 ） テナンス
养维护

FA自動化・設
エネ商品など、工場設備 の拡散希
備
メンテを含む工場丸ごと設備提案 望のメーカー様
シリコン 系耐熱塗料 シェア世界
NO.1
アルミペースト

日立圧縮機 、冷凍機、自動機械 、
クレーン、インクジェットプリン
ター、画像検査装置 、エアーバラ
ンサー等。
工場ユーティリティ 全般
四輪、二輪用耐熱塗料 ；円滑塗
料；断熱塗料；水性フッ素塗料

各種産業機械 などの制御盤・制御
基板、板金加工品 、FA電子機器 、 基板，金属板加工品 ，FA电子机
装置の設計・製造・機体配線 、電
電線、配線器材、各種コネクタ 、 器，电线，各种线路连接器 ，工具 子装置や各種制御基板 の開発、設 各种设备的控制面板设计 ·制造·机
「日中連携 による最適生産体制 」 工具など
等
計、製造
体配线，电子设备开发 ·设计·制造

A079

北越电研 （上海）有限公司 株式会社北越電研

電子・電気

A080

广州中村机器自动化有限公
司

ＮＫＥ株式会社

コンベア、チャック 、省配線ユニ
FA自動化・設 「ＢＢＳ手法」を活用する自動「 モータ、倍速チェン、ベルト、加
ライン、loT機器「れんら君」、搬 输送机，气夹，省配线UNILINE ，
備
化」屋
工部品
电机，倍速链条，皮带，加工部品 送設備
loT机器「联络君」、搬送设备

A081

㈱三栄精機製作所

FA自動化・設
備
オールエア ｍ、防爆につよい ！

A082

フルタ電機（株）

風を創造し演出する

エアモータ 、エアホイスト 、エア 气动马达 ，气动葫芦 ，气动平衡
バランサーエアウインチ 他特殊エ 器，气动卷扬机及其它特殊气动机
ア機械
械产品
ロストワックス ・鋳物・ダイカス
ト・プレス製品・板金・切削

FBC上海2019ものづくり 商談会
出展企業リスト
Booth. 公司名（中国）
A083
A084
A086
A087

名古屋ダイヤモンド 工業株
式会社

研削、切削工具プロのハイテク 企
業
機械設備部品 、工具/刃物材料

名古屋钻石工业株式会社

A090

水谷（大连）工业有限公司 水谷工業株式会社

製造業、製罐 ローカル 価格の日本品質
・機械加工

A091

区拓（上海）贸易有限公司
／东莞清田精密齿轮有限公
司
大田精工株式会社

FA自動化・設
備
歯切りの事ならお任せください 。 金属材料

A092

上海十川橡塑制品有限公司

FA自動化・設 TOGAWA 的目标是打造质量第一 ，
備
顾客至上 ，环境友好的企业 。

A093

北村机电 （无锡）有限公司 北村機電株式会社

A094

株式会社丸山運送

A095

A097

A098

日本十川産業株式会社

无锡尼吉康电子研究开发有
限公司

株式会社

悠悠空间

A101

安跨（常州）泵业有限公司 アクアシステム 株式会社

A102

三和化工株式会社

A105

常州三和塑胶有限公司
上海罗巴鲁富锌涂料有限公
司
苏州大宇宙信息创造有限公
司
浙江健平联合企业管理咨询
有限公司

A106
A107

嘉兴市永初商贸有限公司
上海服友速递有限公司

株式会社 ムラタ溶研
フォーユーエクスプレス

A108

友藤电机贸易 （上海）有限
公司
伊藤電機株式会社

悠悠空間

ローバル 株式会社
トランスコスモス 株式会社
浙江健平連合企業管理 コン
サルティング 有限会社

B015

松山三益实业 （深圳）有限
公司
松山商事株式会社

B017

雅马哈信息
ヤマハ発動機株式会社
桥本精密五金模具 （深圳）
有限公司
橋本精密工業株式会社

B019

坚田电机 （昆山）有限公司 堅田電機株式会社

B020

嘉兴市高岛五金有限公司

B021

加藤德橡塑制品 （上海）有
限公司
カテックス 上海

B022
B023

水溶性切削液 、金属面分水剂
鞋底洗净机

机床设备零件 、工具/刀具材料

靴底洗净機
天然・人工ダイヤモンド 工具、
PCD/CBN工具、ダイヤモンド ・
CBN砥石、ダイヤモンド 電着工具
。

金属材料

精密金属ギャ各種、精密金属 ウォ
ームギャ各種、金属ラックギャ 、 各种精密金属齿轮 ，光学机器用精
光学機器用精密部品 、産業機器用 密零部件 ，产业机器用精密零部件
精密部品等
等等

工場MRO

各種小型～大型電源 トランス 、医
鉄心、リード線、端子、銅線、板 铁芯，引线，端子，铜线，板金， 療、音響用トランス 、高圧、耐雷 各种小型大型电源变压器 ，医疗及
金、ブレーカー 、端子台、ボビン 断路器，端子台，骨架
トランス
音响用变压器 ，高压，耐雷变压器
輸出入通関 、フォワーディング 、
輸出入通関 、倉庫、トラック 輸送 进出口报关 ，仓库，捆包，卡车运 トラック輸送、倉庫、梱包等 国
、梱包など 国際物流受託先
输等国际物流服务
際輸送サービス
ラック、ガラス、タイルなどの建
築資材
反光扩散膜 、反光交通器材 、反光
安全服饰

最適な梱包材をご提案します。
防錆包材 、異物対策包材 、金型
悠悠空間 、荷物の別荘、国内＆国
物流用品 、台車、テープなど
際引越しサービスの達人
アルミ鋳物、ステンレス 鋳物

防锈包材 ，异物对策材料 ，模具

铝铸件，不锈钢铸件

手切れが簡単、糊残りしにくい 養
生テープ
50年耐用の気密防水テープ
各用途特殊梱包 テープ
トイレ、パラダン 、緩衝材、特殊
袋

不留残胶 、用手可轻易撕断的养护
胶带
50年经久耐用的气密防水胶带
适用于多种用途的特殊捆包胶带
托盘，中空板，泡棉，特殊包装袋

エアバキュームリーナー 、手回し 气动真空吸尘器 ，手动泵，气动
ポンプ、エア式ポンプ、切削液濾 泵，气动切粉过滤机以及相关产品
過器など
。

塑料，橡胶发泡材料加工设备 ；塑
料，橡胶原辅材料

塑料，橡胶发泡制品
さび止め塗料ローバル 、水性さび
防锈涂料 、水性防锈涂料
止め塗料ローバル
制造业生产管理系统等
コンサルティング 、現場改善 、人 “咨询辅导”、“人才培训 ”、“日本工
材育成、日本研修 ツアー
商考察”

塗る亜鉛めっきローバル

ソリューショ
ン
ソリューショ 通过支援企业发展 ，构筑中日友好
桥梁！
ン
FA自動化・設
備
树脂&金属精密切削加工

村田薄板焊接机
世界最速ハンドキャリーサービス 世界上最快的手提快递服务
電子部品、センサー 、スイッチ 、 电子零部件 、传感器、开关、基板
電子部品 、プリント 基板、金型、 电子零部件 、印刷电路板 、塑料模 基板実装（EMS,ODM)、組立て、 组装（EMS,ODM)、锡膏、塑料成
プラスチック 成形品、基板実装
具、塑料成形品 、基板组装
はんだ製品、プラスチック 成形品 形品

電子・電気

単品からASSYまで幅広く対応
FA自動化・設
備
切削加工部品 のコンビニ

砥石、刃物、簡易濾過 、精密濾過
、濾過装置全般
パーツクリーナー 、冷媒、潤滑剤
、消臭剤

砂轮，刀具，简易过滤 ，精密过滤
等过滤设备
零部件清洗剂 、冷媒、润滑剂、洗
手液、除臭剂等

農業機械、建設機械 ～産業機械業
界向
機械加工品 、板金溶接部品 、鋳物
鋳物、ADC品、機械加工品 、板金
、樹脂、ハーネス 部品
部品
铸件、铝压铸、机加工件 、板金件 及びASSY品

面向农业机械 、建设机械 ~产业机
械行业的
机加工件 、板金焊接件 、铸件、树
脂件和线束类零部件和总

切削加工部品 、ギア部品

切削加工部品

超精密加工品 、日本産ファスナー 超精密加工件 ，日本产紧固件 ，超
日本产超精密加工件 ，紧固件，弹 超精密加工品 、難加工品 、超精密 超精密加工件 ，难加工件 ，超精密 、超精密ばね、難加工ばね、特殊 精密弹箦 ，难加工弹箦 ，特殊用途
箦
ばね
弹箦
用途ばね
弹箦
ソリューショ
ン

工业软件领跑者

工場MRO

83年专注做冲压

工业软件 （设备公装保全 ，文书共 スマート工場のOne-Stopソリュー 智能工厂整体解决方案 (IT基础设施
スマート 製造ソリューション 及び 享（企业资源管理 ），工业工作
ション(ITインフラ＋工業管理 ソフ +工业信息管理软件 +多功能互动电
パートナー
流，生产管理以及 MES
ト＋電子化看板 システム )
子看板系统 )
車載関係、医療関係 、消費電子関 汽车相关 、医疗相关 、消费电子相
特殊金属材料 と表面処理
特殊金属材料和表面处理
係精密プレス品
关精密五金冲压件

极具竞争力开关电源产销先驱企业

抵抗、コンデンサー 、集積回路 、
インピーダンス 、リレー、プリン
ト基板、コネクタ、フューズ 、ス
イッチ、ハーネス、板金、樹種箱
等

电阻，电容，集成电路 ，电感器，
继电器，印刷线路板 ，接插件，保
险丝，开关，线束，板金，塑胶壳
等

空調関係のプリント 基板、マッサ
ージチェア のプリント 基板、空気
清浄機のプリント 基板、電動工具
のプリント基板、電子秤のプリン
ト基板、紙幣識別機 のプリント 基
板、医療機器のプリント 基板等

空调线路板 ，按摩椅线路板 ，空清
线路板，电动工具线路板 ，电子称
线路板，纸帀识别器线路板 ，医疗
线路板等

日本製・中国製ネジ部品、特殊加
工品、HAMMER キャスター 、トラ 日本产・中国产紧固件 ，非标加工
スコ製品など
件，悍马脚轮，TRUSCO产品

㈱タカシマ

ブラスチック に関する自動車関連
部品、精密部品、ブラスチック 金
型；工作機部品 、トヨックス の耐
圧ホースの

自動車・船舶 满足全球对应客户需求 ，代理东洋
製造
克斯所有胶管和接头
わが社は、長年培った基板実装走
技術を活かし、基板実装 から完成
品組立までの委託加工 を手掛けて ハーネス 用ケーブル 、コネクタ な
います。
ど
线束用电线 ，连接器

和纺电子 （苏州）有限公司 ワボウ電子株式会社
電子・電気
乔治太子科技 （深圳）有限 ジョープリンス 竹下株式会 FA自動化・設
公司
社
備
開発の手助け 少量から量産まで

鋳造品、鍛造品、プレス品

铸造品、锻造品、冲压品

B025

精密プレス部品を短納期・低価格
で販売致します
リン青銅コイル材料、PB薄箔材料 磷青铜板材 ，PB超薄材料

B026

海亚喜塑磁科技 （昆山）有
限公司
株式会社 ハヤシテクノ

自社で高精度金型 と射出磁石 を作
る

B027

常盘（上海）精密机械有限
公司
常盤産業株式会社

工場MRO

汽车安全系统相关注塑件 ，其他行
业精密注塑件和注塑模具等 ，工作
机械加工零部件及东洋克斯胶管接
头产品

ワイヤーハーネス 製造・SMT実装
及び組立
线束制造 ，表面实装 ~组装
機械用設備金物
弊社は主に金属精密加工生産 やっ
ており、ダイキャスト 、プラスチ
ック成型、メッキ、主な仕事：車
、OA、医療、電器などの関連で
す。同時スライド 、キャスタ など
代理しております 。
精密小物金属 プレス部品、金型、
クリックドーム
【射出成形ボンド磁石製品 を製造
】
自動車用センサー 、家電製品 コン
トロール、電動工具 、マイクロモ
ーター用センサー 及びコントロー
ル用途のセンサー /エンコーダー /
極異方ローター等射出マグネット

机器设备用金属零部件

敝司主要生产金属精密加工 ，压
铸，塑胶，电镀，主要行业 ：汽
车，OA，医疗，电器部件等 。同
时也代理滑轨 ，脚轮等。
精密小五金冲压件 ，模具，锅仔片

【塑磁制品的制造 】
车载、家电制品、电动工具 、微电
机之传感器与制御等用途的塑磁制
品。

低コストの省人化を実現、顧客満
足の為こそ、自動化のTOKIWA は 溶接機、はんだ付け、コンベア 、 熔接机（熔接·超音波·焊锡·镭射·铆 自動化設備 、溶接機、画像検査機 自动化设备 ，熔接机，画像检查
存在している。
P/Fなど
接）的设计·制作·销售
、特注専用機
机，特注专用机

B029

京町産業車輛 (株)
脩齐（上海）自动化设备有
限公司
株式会社 BFC

FA自動化・設
備
FA自動化・設
備
FA自動化・設
備

B030

苏州工业园区第一塑胶有限
公司

第一樹脂工業株式会社

●精密金型製造
自動車・船舶 ●精密射出成形
製造
●表面加飾技術

B031

上海铭嵌模塑科技有限公司

上海ゴールデンメーカー 金
型＆プラスチックテクノロ
ジー株式会社

B028

反光扩散膜 、反光交通器材 、反光
安全服饰

レンタルスペース 貸倉庫サービス

秩父精密产业 （深圳）有限
公司
秩父精密産業 （株）
肇庆市高元电子有限公司 ／
山元电子 （广州）有限公司 山元株式会社

B024

进出口报关 ，捆包，卡车运输 ，仓
库，国际运输服务

評価実験室分析 、プロジェクター
・事務機・家電製品用 の高低圧電 理化实验室 ROHS分析等，投影
源など
仪，打印机等高低压电源

手で簡単に切れる特殊基材 を使用

エコロジー ・ 你身边的气动泵 -制泵专家 。
工場MRO
自動車・船舶
製造

天然·人工金刚石刀具 、PCD/CBN
刀具、金刚石/CBN砂轮、金刚石电
镀工具。

塑料胶管使用广泛 ，适用于工业 、
农业、园林、土木、空调、涂装、
空气压力 、食品等各个领域 。

FA自動化・設
備、自動車・
船舶製造 、エ
广州加茂川国际贸易有限公
コロジー 、ソ
司
株式会社 Kamogawa
リューション 工业废油处理就找加茂川
エア・ウォーター ・ゾル株
エアゾル 製品ODM&OEM総合受託 エアゾル 容器、ガス（LPG、DME
卓璐（上海）贸易有限公司 式会社
会社
、CO2等）、潤滑油、冷媒、溶剤

B014

B016

水溶性切削液 、金属面分水剤

評価分析 、高低圧電源 にも対応

グループ

雅哈达金属 （上海）有限公
司
株式会社 ヤハタ
发驰精工金属制品 （深圳）
有限公司
株式会社 パーツ精工

B013

国内唯一的超辉度反光扩散技术

ニチコン 株式会社

A100

A110

カスタムトランス は北村にお任
せ！

通関、倉庫、
国際物流
世界をつなぐ国際物流企業

スリーライク

A099

A109

電子・電気

株式会社齋藤管工業
宁波雪丽莱克贸易有限公司

光洋胶带 （上海）有限公司 光洋化学株式会社
赛的克恒丰精密电子材料
（苏州）有限公司
サイデック 株式会社

A103
A104

8月13日
销售品（中）
各种输送机 ，垂直搬送机 ，模具交
换系统，电动移动货架等
下死点检出器 、误送检出器 、吨位
仪

業種
キャッチコピー /一句话标语
調達（日）
采购品（中）
FA自動化・設 社会に必要な物流設備 を創造する
无锡真木物流设备有限公司 株式会社 マキテック
備
。
株式会社理研计器奈良制作 株式会社理研計器奈良製作
プレス加工に確かな信頼性をプラ
所
所
電子・電気
スする！
FA自動化・設
太禹（上海）贸易有限公司 タイユ株式会社
備
長寿命により廃液削減
日本本社 で生産している 機械に組 使用在日本组装的设备上的零部件
宫崎贸易 （上海）有限公司 宮崎貿易 （上海）有限公司
技術のミヤザキへようこそ
み込む為の部品·材料関係
及材料。

A088

A096

販売（日）
各種コンベヤ、垂直搬送機
、金型
交換システム、電動移動 ラックな
ど
下死点検出器 、ミス検出器、プレ
ス荷重計

会社名（日本）

モーター 、タイヤ、ウィンチ

电机、车轮、手拉葫芦改造品

独自の技術で部品の供給をトータ
ルサポート

ハンドリフト 、シューカー
升高机、搅拌机
パーツフィーダー ・その他周辺機 零部件自动排列送料设备以及周边
器
机器

OA機器、携帯、自動車、医療機 OA机器，手机，汽车，医疗仪
樹脂原料 、塗料、インク、プレス 树脂原料 ，涂料，油墨，冲压品， 器、FA機器用の精密樹脂成形品 、 器，FA机器用精密注塑成型品 ，涂
品、両面テープ、梱包材等
贴片，梱包材等等
塗装品、印刷品、組品、金型等
装品，印刷品，组装品，模具等

型周辺用 パーツなど

模具周边配件

プラスチック 金型設計 ・精密金型 注塑模具 ・精密模具零件 ・注塑制
製作・射出成形・金型部品
品・模具部品

FBC上海2019ものづくり 商談会
出展企業リスト
8月13日
Booth. 公司名（中国）
B032
株式会社日本生工技研

B033

会社名（日本）
株式会社日本生工技研

秋冈贸易 （大连）有限公司 株式会社

業種
ソリューショ
ン

鋳物技術 ・管理指導と安定供給

アキオカ

B035

B036

苏州爱岐三机械工具贸易有
限公司

株式会社

共栄商会

采购品（中）
代理商

各種鋳造品 、球状黒鉛鋳鉄 、ねず
み鋳鉄、鋳鋼製品、合金鋳造品 、 各种铸造品 ，球铁，灰铁，铸钢
機械加工 など
品，合金铸造品 ，机械加工等 。

FA自動化・設
備、自動車・
船舶製造 、電
子・電気、エ
コロジー
製造直売 、自工場で一貫生産対応 各種めっき、塗装

星本机电配件 （上海）有限
公司
株式会社 ホシモト
富士电路科技 （香港）有限
公司
富士プリント工業株式会社 電子・電気

B034

キャッチコピー /一句话标语
調達（日）
時間測定簡単 に、手順書を映像に 代理店

各种电镀 、涂装

プリント 基板専門メーカー

FA自動化・設
備、エコロジ
ー
日本製造 への現地化！低コスト！ 視覚カメラ検査設備

视觉检测设备

販売（日）
作業分析ソフト

TimePrism

①各種・各材質、鋳造品素材 、機
械加工完成品
②鋳造用材料 、添加剤、鋳造用設
備機器
③鋳造方案、不良原因調査 ・対策
などの立案、PCでの鋳造解析 の請
負；鋳造工場コンサルティング

销售品（中）
作业改善软件 TimePrism
①各种材质的毛坯及机械完成品
②铸造用材料 、添加剂、铸造用设
备
③铸造方案、不良原因调查及对策
等的立案 ，电脑进行铸造解析的承
揽；对铸造工厂的管理指导

プレス、切削加工品 、鋳造加工品 冲压、切削加工品 、铸造加工品
PCB,PCBA

PCB,PCBA

塗装設備.自動化設備 .汚水廃気設
備改造.刃物.測定器.視覚カメラ検
査設備.日本輸入品

涂装设备 .自动化生产线 .污水废弃
改造设备 .机加工刀具及量具 .视觉
检测设备 日本进口品

自動車部品 、スマートデバイス 、
射出成形金型 、成形樹脂 、塗装塗 射出成形模具 ，成形材料 ，涂装涂 デジカメ部品、照明関連等 のプラ 汽车部件 ，智能设备部件 ，数码相
料、印刷インク、関連治具 。
料，印刷油墨，相关治工具 。
スチック部品。
机部件，照明部件等塑胶件 。

B038

利其尔（昆山）塑胶科技有
限公司
株式会社 リッチェル
佛山市顺德区汇达电路板有
限公司

B039

大连武藏新材料有限公司 ／
富利美（上海）工业清洗设 JFE商事エレクトロニクス 株
备有限公司
式会社

大連武蔵 は“廃水ゼロ”を目指しま 各種添加剤 、活性剤などの化学製
す！
品
各种添加剂 、活性剂等化学制品

洗浄設備 炭化水素系洗浄剤 MD 清洗设备 碳氢清洗剂 MD系列 MF
シリーズ MFシリーズ プレス 系列 冲压加工油 ，切削加工油 ，防
加工油、切削加工油 、防錆油
锈油

B040

杰梯晞精密机电 （上海）有 株式会社 ジェイ・ティ・シ
限公司
ー

冲压机床进口部件综合供应商

プレス機用安全装置 、検査装置 、 我司专业销售冲床用安全装置 、周
オイルシール 、0リンク、摩擦材 边检出装置 、油封·密封件、摩擦片
等。
等周边。

Best Matching

工業用ゴム製品：各国の防振類・
難燃規格・飲用水規格等満足 する
ゴム及び発泡ゴム製品。
樹脂製品：成形加工品 ・切削加工
品（PP,PA，POM,MCナイロン ）
フッ素チューブ：プリンター 用イ
ンクホース ,医療及び食品級用ホー
ス
蓄光製品：日本消防法適応 ,消防用
設備等認定品 C200級

B037

B041

西山贸易 （上海）有限公司 株式会社 ニシヤマ

B042

佛山市伊卡特精密钻石工具
有限公司

B043

东莞市长锦成电器有限公司

B044
B045
B046
B047

深圳市三多乐智能传动有限
公司
上海禧求普半导体材料有限
公司

横浜ネプロス株式会社

B049

光昭（上海）贸易有限公司 光昭株式会社

B050

明思作机电 （无锡）有限公
司
株式会社

ミスズ工業

B052

惠阳科惠工业科技有限公司
八千代机电国际贸易 （上
海）有限公司

B053

无锡荣志电子有限公司

B054

南京华洋电气有限公司

B055

片山传动 （常州）有限公司 片山チェン株式会社

B056
B057

无锡山诺精密机械有限公司
苏州中京陶瓷有限公司

B058

大连中川特殊金属有限公司

B059

东莞市力铭电子科技有限公
司

B061

B062

黑心可锻铸铁加工品 【FCMB28】

電子・電気

東洋電機株式会社

工場MRO
お客様に満足される製品造り
FA自動化・設
備
盤と光センサの南京華洋電気

ウレタン 原材料

B064

祥博机电 （上海）有限公司 株式会社

节能产品

铸件毛坯 、机械加工

橡胶零件 ，聚氨酯泡棉产品

汽车电动尾门齿轮箱 、EPB齿轮箱

冷锻零件 ，切削品，弹簧，树脂组
合品，各种日本进口品
工装零件
三防漆，热熔胶膜，绝缘胶带 ，绝
缘纸
電線電纜 、各種電気材料 、駆動制
御部品、各種自動化設備
精密微小高精度金属冲压零部件
（设计～零部件加工 ，线圈制造 ～
组装）、模具制作、治具制作 、表
面·热处理加工

プリント基板、PCB、生基板
印刷线路板 ，PCB板，基板
リニアガイド 、ベアリング 、金属
加工品
导轨，轴承，金属加工品

スプロケット 、チェーン 、ギア、
ラック、タイミングプーリ 、チェ
ンカップリング など
PCD特殊工具 、カッター 、オイル
スキマー、ダスキャッチ
産業用セラミック 部品/抵抗器

链轮 链条 齿轮 齿条 同步带轮 联
轴器等传动部品
PCD非标刀具、面铣刀、浮油回收
机、离心过滤器
陶瓷部品 /电阻器

鋳物素材、機械加工

铸件毛坯 、机械加工

プリント基板

汽车，打印机，家电相关配件的模
具制造&注塑生产&电子装配等
紧固件，电镀表面处理 ，精密切削
件，失蜡铸造件 ，钣金冲压件
电路板

金型設計・制作からプレス、モー
ルド、板金による部品製造 、さら 销售范畴主要有模具 ，冲压件，注
金属原材料 、樹脂材料 、メッキ、 金属原材料 、树脂材料 、电镀、涂 にそれらを 組み込んでの完成品組 塑件，钣金件，组装模块以及成品
塗装
装
立までを一貫して行う企業です。 。
鋼鉄材料 熱処理
機械加工外 钢铁材料 热处理
机械加工外
可对应中小批量 、高精密齿轮加工 注
协
歯車 機械加工品
齿轮 机械加工品
アルミ鋳物、金型設計製作 、鋳造
、冶具設計製作 、精密機械加工 、 铝压件，模具的设计机加工 ，精密
鉄鋳造品 、アルミダイキャスト 部
ハーネス加工、制御盤組立 、及び 机械加工 ，控制面板设计和组装 ，
高品質で多品種小ロット対応！
品、梱包材
铁压铸，铝高压件，包材
設計
线材加工生产 。

FA自動化・設
備、自動車・
船舶製造
成为客户最信任的部品制造工厂

日本テック

尼龙扎带 ，特氟龙扎带 ，PVC扣式
、粘式套管，EMI电磁波屏蔽套
管，耐高温套管
ハンズオン （常駐協業 ）型経営支
援、ものづくり 改革、企業・事業 Hands-on（常驻协作 ）经营支援
再生、M&Aアドバイザリー 等の経 、制造改革、企业重建 ·事业重组、
営支援
M&A顾问等的经营支援
各種レンタル工場、倉庫、工場用
地の販売

Shanghai BANDLOCK
Electronics Co., Ltd

B072

B073

永旺永乐 （上海）企业管理
ソリューショ
有限公司
イオンディライト 株式会社 ン

B074

上海丸加计算机信息技术有 Maruka Computer
限公司／无锡飞速物流信息 Information Technology Co., ソリューショ
技术有限公司
Ltd.／SGシステム 株式会社 ン

B075

绍兴上虞凯明特贸易有限公
司

B076

太友（上海）贸易有限公司

B077

上海坎赛橡胶有限公司

株式会社関西 ゴム

実装モジュールメーカ 、プリント
配線板メーカー、タッチパネル ・
電子・電気
ディスプレイメーカー 。
プリント 配線板
印刷电路板
自動車・船舶
材料，金属，树脂制品 ，挤压成型
製造
難形状の蛇腹ホースに対応
材料、金属、樹脂製品 、押出製品 品

B078

上海山本电气有限公司

山本電気株式会社

自動車・船舶
製造、電子・
電気

B079

那卡亚玛 （上海）贸易有限
公司
ナカヤマ 貿易有限会社

FA自動化・設
備、電子・電 擅长高难度零件 ，很多零件在日本
気
也只有我司能做 。

B080

富士金阀门 （上海）有限公
司
株式会社

電子・電気

常駐協業型 での経営支援
ソリューショ
ン

株式会社 KMT

フジキン

精密小物高精度金属 プレス部品
（設計～部品、コイル製造～組
立）・金型製作・治工具製作 、表
面・熱処理加工

自動車、プリンタ 、家電部品 の金
型製作＆樹脂成形 ＆電子組立加工
等
精密切削品 、ロストワックス 、プ
ねじ全般、メッキ表面処理 、精密
レス板金、ねじ全般、メッキ表面 精密切削件 ，失蜡铸造件 ，钣金冲 切削品、ロストワックス 、プレス
処理
压件，坚固件，以及电镀表面处理 板金

益基谱管理咨询 （上海）有 株式会社経営共創基盤
限公司
（IGPI）
PINTHONG
INDUSTRIAL
PARK PUBLIC COMPANY
LIMITED.

B071

ゴム部品、ウレタン 発泡製品

梱包材、冶工具、機能検査信号 ケ
ーブル、マジックレンジシート 品
、生基板（FPC、PCB）小部品な
ど
基板アセンブリ 、FPC/PCB
控制柜·分电柜·配电柜、以及针对
板金加工 と塗装、アルミ押出部品 钣金加工和喷涂 、铝制注塑部件 、 制御盤・分電盤・受配電盤 、物流 物流行业专用的红外线传感器等产
、ケーブル加工品
线缆加工产品
業界向け赤外線センサ
品

铝合金加工刀具专业供货商
省エネルギー 製品
中京セラミック 株式会社
株式会社 ダイサンエンター 自動車・船舶 鋳物全般 、素材、機械加工品 の調
プライズ
製造
達・販売
鋳物素材 、機械加工

苏州新锐电子工业有限公司 蘇州新鋭電子工業有限公司
优外基精密机电 （上海）有
限公司
宇野歯車工業 （株）

聚氨酯原材料

FA自動化・設
備
高品质，低价格，短交期

FA自動化・設
備、自動車・
日本力铭合同会社
船舶製造
高精度，低成本，短纳期
FA自動化・設
㈱サイマ コーポレーション 備
ねじの現地調達化

工业橡胶 ：满足各国标准的防振橡
胶·阻燃橡胶·饮用水用密实橡胶或
海绵橡胶产品
（NR/CR/EPDM/NRB/硅胶）
树脂产品 ：成型加工品 ・切削加工
品（PP,PA，POM,MC尼龙）
氟软管：印刷机用耐油墨氟软管 ，
医疗及食品行业用软管
蓄光产品 ：满足日本国消防法 ，消
防用设备认定品 C200级
PCD专用成型刀 ，PCD铰刀、铣
刀，CBN刀片，CBN铰刀、铣刀
MCD高光刀，PCD-HSK 基础柄等
硬质合金非标刀具 。

材料（金属卷材、模具材料 ）、冲
高精度、超精密、誠実さへのこだ 材料（金属コイル・金属材料 ）プ 压及镀金相关联的设备 、工具消耗
わり企業です！
レスと鍍金関連設備 ・工具消耗品 品
お客様を満足させるのは 我々の使
命です!

常州科傲胜贸易有限公司
惠州东和数码科技有限公司
／东和商事 （亚洲）有限公
司
東和プリント工業株式会社 電子・電気

上海硕帆电气有限公司

黒心可鍛鋳鉄加工品 【FCMB28】

自動車テールドアギアボックス 、
值得信赖的智能传动制造专家
プラスチック 材料、金属製品
塑胶材料 、金属制品
EPBギアボックス
精密部品、半導体部品 、医療機器
、分析検知器械
自動車・船舶
冷間鍛造品 、切削品、ばね、樹脂
製造
安心品質 、多種多様な仕様に対応
アッセンブリ 品、各種日本製品 。
擅长高硬度淬火钢的高速精密铣
削！
鋼材、⼯具
钢材、刀具
治具パーツ
防湿材料、ホットメルト 粘着シー
工場MRO
行业领先的电气绝缘产品制造商
積層板、自動化生産設備
层压板，自动化生产设备
ト、絶縁テープ、絶縁紙
FA自動化・設
備、電子・電 省エネ～自動化・省力化、人にや 電線電纜 、各種電気材料 、駆動制 電線電纜 、各種電気材料 、駆動制 電線電纜、各種電気材料 、駆動制
気
さしく、地球にやさしく
御部品、各種自動化設備
御部品、各種自動化設備
御部品、各種自動化設備

八千代産業株式会社

B063

B067

ソリューショ
ン、その他

主要生產 1-12層線路板 (电路板)

自動車・船舶
製造
可靠地橡胶零部件供应商
SHENZHEN SAN-TOHNO
INTELLIGENT
TRANSMISSION CO.,LTD.

B048

B060

工場MRO

坚持“技术创新，质量第一 ，精益
求精.“宗旨

上海八幡五金有限公司
株式会社 八幡ねじ
上海世能精密机械有限公司
日东新能源 （苏州）有限公
司
日東シンコー株式会社

B051

工場MRO

保安、清掃、設備管理 、自動販売
機、社員食堂、省エネ提案、コン
サルティング

日本国内施設管理実績 No.1

勤怠管理システム 、ITコンサル、 考勤管理系统 、IT咨询、网络安全
ネットワーク 安全法対策
法对策

品質管理 とブランドは日本

機械加工品 、ギヤ

机械加工 ，齿轮

ベアリング 、タイミングポーリ 、
ベルト、スポロケット 、チェーン 各种轴承 ，同步带轮 ，同步带，链
、機械部品、AirTAC
轮，链条，机械加工品 、AirTAC
プリント配線板、電気検査機 ・外
観検査機、電子部品
自動車、家電、産業機械向 けのゴ
ム成形部品

印刷电路板 ，电气检测机 ·外观检测
机
面向汽车 ，家电，产业机械的橡胶
成型部品

熱固化性成形品 、熱可塑性成形品
、プレス部品、コンミテータ 、マ 热固性注塑件 、热可塑性注塑件 、 車載ブロアモーター 、冷却ファン 汽车空调鼓风电机 、冷却风扇电机
グネットワイヤ 等
冲压件、换向器、漆包线等
モーター、精米機、料理機等
、精米机、料理机等

フジキン は高度な流体制御 を対応

プレス、モールド 精密部品 、自動
化機器など精密機械 の精密部品 、
超硬材質、各種表面処理
用于各种半导体 、石油化工 、医药
、食品、空调等其他工业设备中的
超精密阀门及接头

FBC上海2019ものづくり 商談会
出展企業リスト
8月13日
Booth. 公司名（中国）
会社名（日本）
大雅精密机械 （常熟）有限
B081
公司
（株）ダイヤ精機製作所
太阳晶鑫紧固件 （上海）有
B082
限公司
太陽精工株式会社

B083

利昌工业 （无锡）化成有限
公司
利昌工业 （无锡）电气有限
公司
利昌工業株式会社

業種

電子・電気

B084

欧应惠（上海）工业自动化
系统贸易有限公司
大江電機株式会社

電子・電気

B085

无锡小桥电机有限公司

電子・電気

B086

上海丝马特织物有限公司

B087

天津穗积电材有限公司

B088

B089

小橋電機株式会社

B090

B091

世达志不动产投资顾问 （上 スターツコーポレーション
海）有限公司
株式会社

B093

日本伊藤忠商社
株式会社 ASK PLANNING
CENTER

株式会社

十德国际贸易 （上海）有限
公司
東京特殊印刷工業株式会社

B096

上海胜僖汽车配件有限公司

B102

B103

东来通达商贸 （大连）有限
公司
アンドール 株式会社

B104

青岛兼工业机械有限公司

B110

锦坚模具制品 （上海）有限
公司
爱沃特玛铪橡胶制品 （福
建）有限公司
上海思达典雅信息系统有限
公司
日进精密模具制造 （无锡）
有限公司
安特固科技 （无锡）有限公
司

B111

无锡美上日东弹簧有限公司

B112

大越特殊金属 （上海）有限
公司

B105
B106
B107
B109

兼工業株式会社

日進精機株式会社
株式会社 アルテコ
日本発条株式会社

上海大阪尖能商业有限公司

ゼネラル 株式会社

B114

常州恒川机械有限公司

株式会社恒川工業

B115

上海米克罗弹簧有限公司

株式会社 ミクロ発條

B116
B117

念持（上海）贸易有限公司 念持キャピタル 株式会社
三木普利 （天津）有限公司
上海分公司
三木プーリ株式会社

B118

冈热机械 （常州）有限公司 岡熱機械 （常州）有限公司

B121

天津武藏野电子有限公司

B123
B124

フェノール 樹脂積層板 、エポキシ
樹脂碍子、計器用変成器
酚醛树脂层压板 、计量用变压器

Multi Vendor & One Stop &
Solution
小ロット多品種賜ります。一度ご
相談下さい。
電子部品 ,回路設計 ,ハーネス

武蔵野通工株式会社

槌屋（北京）国际贸易有限
公司
株式会社 槌屋
チンタオキョウワショウジ
青岛协和商事贸易有限公司 ボウエキユウゲンコウシ
达格美（上海）集成电路有
限公司
タクミ商事株式会社

电子部品 ，回路设计 ，电线

すべての 加温・冷却にC-tube

電子・電気

金属材料 、表面処理 、プレス金属 金属材料 ，表面处理 ，冲压模具

冲压制品 ，灯口

制服、工作服、功能性工作服 、防
静电工作服 、长短袖T恤、防寒服
、工作帽等产品

工業不動産開発者様 、各工業団地
開発区招商担当者様

企画・内装・設計・施工
策划·内装·设计·施工
工業不動産幹 、団体·個別視察ツア
ー、代替地選定 レポート 、工業用
地有効活用 、日本ご本社へのご説
明

水道配管資材 ・アルミ切削部品 ・
ヒートシンク

不動産鑑定評価 、資産評価 、市場
調査レポート、工場の移転、立ち
退き、対日インバウンド に関する
等に係るコンサルティング
半導体、ロボット 、自動化など各
種設備の精密部品
コンダクションチューブ （C-tube
とその活用設備提案 ）

房地产评估 ·资产评估 ·市场调查报
告，工厂的重组并购以及拆迁 、搬
迁、对日投资的相关资讯服务
半导体、机器人、自动化等各种设
备的精密零部件

成形、加工品（樹脂、エラストマ 成形品、加工品（树脂、高弹材、
軽薄屈曲可能 なスイッチ 対応可
ー、シリコーン 、絶縁）、シール 硅胶、绝缘）、贴纸、标签、面板 フィルムセンサースイッチ 、フィ
（可对应轻 、薄、可弯曲的开关 ） 、ラベル、パネル、その他。
、其他。
ルムインサート 成形。
薄膜感应开关 、薄膜注塑成形品 。

現場を支えるネットストア
タロウ中国法人
FA自動化・設
備
人·夢·技術·そして未来

アルミダイカスト 、機械部品加工
、メッキ方式静電容量式 のタッチ
パネル、メッキセンサー 単品、遠
心クラッチ、ピストン などの販売
製造業、工事業、自動車整備業 の
現場で必要な工具、部品、消耗品
、文具があります 。工場用·オフェ
ンス用の間接資材 100万点取り揃
え！
マシニングセンター 、周辺装置販
売及び関連部品販売

モノ

制造业、工事业、建筑业、汽车维
修行业等各类生产现场必要的工具
、部品、消耗品、文具等。备有超
过100万件车间用 、办公室用的各
项辅助资材 。
机床、机床相关设备及相关零部件
的销售

2D-CAD「CADSOPER 」、3D-CAD 2次元CAD系统「CADSOPER 」，
「CADSOPER Works」、「検査表 3DCAD系统「CADSOPER
システム」
Works」，「检查表系统 」
青铜压铸 、铝铸件、陶瓷制品的零
浮球阀、减压阀、电磁阀、安全阀
部件制作
、定水位阀等所有阀门类产品 。

工場MRO
水用自动阀最先进的制造厂
自動車・船舶
製造、電子・
電気、工場
MRO、ソリュ
ーション
迅速，高质量对应行业内客户需求

橡胶原料
日中間高速 インターネット を提供

金型、プラスチック 製品、印刷な
どの二次加工
模具，塑料产品，印刷等二次加工
JIS规格O型密封圈 、空压·油压气缸
密封圈、高精度的各种工业用橡胶
制品
・日中間インターネットスピード ・中日间国际网络加速路由器 「
アップ「Global Gateway」
Global Gateway 」
金属プレス品、樹脂成型品 （リフ 金属冲压品 、树脂注塑件 （反射
レクター）
片）

匠の技の精密絞り加工+α
原材料、金型部品等
原材料、模具部品等
瞬間接着剤 を日本の技術で、現地
製造、販売を行っています 。
瞬間接着剤 ・エポキシ 樹脂接着剤 胶粘剂、环氧树脂
ステンレス 鋼線、ピアノ線、硬鋼 不锈钢线 、琴钢线、碳素钢线等弹 圧縮ばね、引ばね、捻りばね、直 压簧、拉簧、扭簧、线簧、扁线弹
お客様が安心して使える物を提供 線等バネ用線材
簧用线材
線ばね、スクリュー
簧

自動車・船舶
製造
冷間圧造 ファスナーメーカー
FA自動化・設
備
グローバル な町工場
線径Φ20μm加工への挑戦

金属・樹脂・設備用購入品
バネ表面処理（Au Ag镀金）バネ
材料（丸線・角線・板材）

金属·树脂·设备用购入品
弹簧表面处理 （Au Ag镀金）弹簧
材料（圆线・方线・板材）

80周年に迎えた業界の老舗
誰にも負けない超高性能歯車 ！！
岡熱の夢ある挑戦！！！
以品质为先 ，铸武藏野工匠精神

自動車・船舶
製造
”貼るもの”はお任せください 。

大越の販売する材料はSKH9、
HM35(SKH55)、HM42(SKH59)と粉
末ハイスFAX38、他のは特殊鋼専
用材:マルテンサイトステンレス 、
冷間ダイス、熱間ダイス鋼など。

公司主要销售材料分别为 SKH9、
HM35(SKH55)、HM42(SKH59)与粉
末治金FAX38高速钢;另外其他特殊
钢专用材如 :马氏体不锈钢 、冷作模
具钢、热作模具钢等 。

TORX®(トルクス )TORXPLUS ®(ト
ルクスプラス )、コネクティングロ
ッドボルト 、その他自動車用高強
度ボルト、精密ネジ

TORX®(十字槽内沉头螺
栓)TORXPLUS ®(加强扭矩十字槽内
沉头螺栓 )、其他乘用车用高强度螺
栓、精密螺钉。

専用機・治具
专用机·治具
バネ（圧縮・引張・トーション ）
板バネ
弹簧（压缩・拉伸・扭转）板簧
ハード：モーター 加工紐付 けの加
工、成型、付帯設備 、検査設備全
般。ソフト：自動化ライン設計、
設備選定
カップリング 、電磁クラッチ &ブ
レーキ、ポジロック

FA自動化・設 针对汽车行业的零部件进行热处理
備、解決方案 加工及提供各种解决方案

電子・電気

プレス部品、口金
高速熱転写 2色ラベルプリンタ

あらゆる 可能性に挑戦！！未来を スプリング 、メッキ品、塗装品な
創造し、頂点を目指す。
どの調達

電子・電気
ソリューショ
ン
自動車・船舶
製造、電子・
電気

CNC自动车床用夹头 ·导套
冷镦零件 （特殊螺丝 、螺母、螺栓
等非标品 ）、切削品

基板実装,LED照明,OEM製作品
基板组装 ，LED照明,OEM製作品
産業資材織物 、スクリーン 印刷用
メッシュ
产业资材织物 、印刷用丝网

帯電防止生地 、機能性生地 、特殊 防静电面料 、功能性面料 、特殊面
生地、ジッパー、ボタン、スナッ 料、辅料拉链、纽扣、四合扣、包
プボタン 、包装など
装袋等

日系唯一 、工業不動産専門仲介

销售品（中）

電気・電子機器コンポーネンツ 、
工事材料、各種FA自動化及 び監視
システム《ハード＆ソフト》設計
製作環境関連 システム （ハード＆
ソフト）設計製作

電気・電子機器部品 、ドライブ 系
機器、情報通信機器 、板金筐体及
び製罐品、配線材料部品 、機械部
品

高品质、短纳期、低成本

エア・ウォーター ・マッハ
株式会社
スターティアホールディン ソリューショ
グス株式会社
ン

B113

B122

中国で創業20年を迎えたモールド 碍子用鉄芯 、クラフト 紙、ゴムシ
電気機器 と絶縁材料メーカー
ート
绝缘子用铁心 、牛皮纸、橡肢片

工場の移転、立ち退き等に関連し
て関心のある製造業全般

アクロナイネン 株式会社

卓易隆电子商务 （上海）有 株式会社 MONOTARO ／
限公司
ZORO
远州（青岛）机床商贸有限
公司
エンシュウ 株式会社

采购品（中）

内装空間 づくりの相談ならASK
ソリューショ
ン

箕浦

B095

B097

自动车床用夹头 ·导套就找大雅

販売（日）
自動旋盤用 コレットチャック 、ガ
イドブッシュ
冷間パーツ品（特殊ネジ、ナット
、ボルト等非標準品 ）、切削品

菱藤製服 創造専業 新價值

不动研（上海）投资咨询有 一般財団法人日本不動産研
限公司
究所
平湖市祥瑞机械设备制造有
限公司

B094

調達（日）

汽车・船舶制 提供从模具加工制作到产品的表面
株式会社 製作所 穂積
造
处理全过程的制造服务
ネットアンドプリント 株式 FA自動化・設
会社
備
高速2色GHSラベル印刷

上海菱藤服装有限公司
上海爱思考建筑装饰工程有
限公司

B092

キャッチコピー /一句话标语

硬件方面 ; 自动化机械加工设备 、
成型、附带设备以及检测设备全系
列；软件部分; 包括自动化生产新
的设计以及设备选定方案提供等
联轴器，电磁离合器制动器 ，轴锁
止

傘歯車、平歯車、軸物関係 、T/M
アッセンブリ 、電動耕運機 、電動
運搬車
ボビン・コア・マグネットワイヤ 骨架、磁芯、铁心、漆包线、线束 各種類の電源トランス 、高周波ト 各种电源变压器 、高频变压器 、电
ー・ハーネス等
等
ランス、リアクトル
抗器
ラベル・テープ全般、繊維製品 、
接着剤、金属部品、工場用品 、そ
の他工業製品
鋳造品（鋳鉄、鋳鋼、ステンレス
、アルミ）とその機械加工品

電子部品 、多品種少量 、短納期対
応
半導体、電子部品

所有标签 、胶带、纺织品、粘和剂
、金属部件、工厂用品 、其他工业
产品
铸造产品 （铸铁、铸钢、不锈钢、
铝）以及相关的机械加工品

ラベル・テープ全般、繊維製品 、
接着剤、金属部品 、工場用品 、そ
の他工業製品
鋳造品（鋳鉄、鋳鋼、ステンレス
、アルミ）とその機械加工品

所有标签 、胶带、纺织品、粘和剂
、金属部件、工厂用品 、其他工业
产品
铸造产品 （铸铁、铸钢、不锈钢、
铝）以及相关的机械加工品

半导体、电子元器件

半導体、電子部品

半导体、电子元器件

B125

南京银河马达有限公司

銀河電機工業株式会社

リード線、プレスブラケット 、シ
DCブラシレスモータ 、ACモータ
FA自動化・設 モータカスタム 設計・量産、巻線 ャフト、基板、銅線、減速機、樹 导线、冲压外壳件 、转轴、线路板 、アクチュエータ 、巻線、生産・ DC无刷马达；AC马达；传动装
備
OEM生産承ります。
脂成型品
、减速机、树脂成型品
検査設備
置；绕线；生产·检查设备

B126

常熟恩杰斯电器有限公司

北日本音響株式会社

電子・電気

B128

B130

上海携达商务咨询有限公司 日本携达株式会社
迈库司（上海）商贸有限公
司
マックス 株式会社
一测（上海）精密测量仪器
贸易有限公司
株式会社 第一測範製作所

C001

日进工具香港有限会社

B129

C002

金华市德裕精密陶瓷科技有
限公司

C003

上海普莱克斯自动设备制造
有限公司

金属プレス部品、金属鍛造部品 、 金属冲压零件 、金属锻造零件 、音
カスタムスピーカー の設計製造 お ボイスコイル 等のスピーカー 部品 圈等的扬声器零件 、自动化生产设
任せください
、省人化生産設備
备
スピーカー 、イヤホン

世界中の人々が言葉の壁を越えて
自由自在 に交流するお手伝いをす
翻訳・通訳
FA自動化・設 ることを 理念としてきました 。
備、電子・電
気
使う人が満足するものづくり
非标定制 ，精准测量
「つくる」の先をつくる
心创先

日進工具株式会社

「匠」

FA自動化・設
備、自動車・
船舶製造 、エ
コロジー 、電
子・電気、ソ 精细陶瓷零部件生产制造及解决方
リューション 案
プレックス 自動設備製造有 FA自動化・設
限会社
備

人材紹介

営業代行 笔译、口译，人才介绍 ，营业代行 翻訳・通訳 人材紹介 営業代行
ラベルプリンタ 、チューブマーカ
ー、ホッチキス
ゲージ、治具、自動機、精密測量
儀器、スピンドル
精密超硬エンドミル 、cBNエンド
ミル、PCDエンドミル 、ドリルな
ど

扬声器、耳机

笔译、口译，人才介绍 ，营业代行
标签打印机 、线号打印机 、订书机
量具、检具、自动测量机 、精密测
量仪器、主轴
精密钨钢铣刀 ，CBN铣刀，PCD铣
刀，钻头等

氧化铝，氧化锆，氮化硅，碳化硅
系列精密陶瓷零部件 ，提供陶瓷零
件解决方案 。
生活各类压铸机周边自动化设备及
辅助装置 ，CNC行业机器人专用爪
手及各种工业机器人应用集成控制
系统

FBC上海2019ものづくり 商談会
出展企業リスト
8月13日
Booth. 公司名（中国）

C004
C005-1
C005-2
C005-3
C005-4

佳能光学设备 （上海）有限
公司
丹阳旭铃精密零部件有限公
司
爱知西斯特姆 （丹阳）汽车
部件有限公司
丹阳浦和精密机械加工有限
公司
大赛璐安全系统 （江苏）有
限公司

古山精密部件 （丹阳）有限
C005-5 公司
一井汽车部件 （丹阳）有限
C005-6 公司
埼玉铝合金精密锻造 （丹
C005-7 阳）有限公司

会社名（日本）

キヤノン 株式会社
株式会社

旭工業所

アイチシステム 株式会社
株式会社

C008

C009

C010
C012
C013
C014

C015
C016

C017

C018

C019

C020

キャッチコピー /一句话标语

株式会社 ダイセル

古山精機株式会社
一井工業株式会社
埼玉铝合金精密鍛造 （丹
陽）有限公司

福集莱泰库斯 （上海）贸易
有限公司
不⼆ラテックス 株式会社
日通国际物流 （中国）有限
公司上海分公司
日本通運株式会社

自動車・船舶
製造
自動車・船舶
製造
自動車・船舶
製造
お客様第一 のものづくりを 提案
高度先端技術 によるアルミ熱間鍛
造

树脂&金属精密切削加工

苏州同和资源综合利用有限
公司

工場MRO

電子・電気

電子・電気

DOWAエコシステム 株式会
社
エコロジー

廃棄物処理 、有価物買取 は同和

FA自動化・設
カノウプレシジ 備、ソリュー 重视企业文化 ，给20多家世界500
ション
强提供精密机械零件 。

北湘企業株式会社

自動車・船舶
製造、電子・
電気
光学高精密车铣加工佼佼者

株式会社 イナック

FA自動化・設
備、自動車・
船舶製造

C028

深圳长盛高精密五金有限公
司

C031
C032
C033
C034
C035
C036

中古設備 ・機器関連
設備自動化関連及 び製造現場 にて 设备自动化关联及制造现场使用工
使用する工具、機器
具

電子・電気

深圳市宝安区松岗街道东方
大道7号

苏州斯尔曼特精密机械有限
公司
山业（上海）商贸有限公司 サンワサプライ 株式会社

塗装

プレス金型用部品 电镀 涂装 模具用零件

电子部品

特殊印刷＋フォーミング ＋フィル
ムインサート 成形による自動車用
加飾・表示部品
樹脂切削品 、折り曲げ、溶接、組
立、金属加工、ゴム加工など

自動車向け金属部品 の販売先を探
しています 。
（EV関連部品 、熱交換器 、エンジ
ン、ブレーキ等）
物流関連商品 、空調服、海外ビジ
ネスマッチング 、品質管理 サポー
ト等
中国製切削工具及 び製造現場 にて
使用する工具、自動化設備
炭化水素系洗浄剤 、超音波洗浄機
の販売

精密金属プレス品

铁，非铁产品的从锻造至切削为止
的产品，或只锻造，亦只切削 。
汽车零件部件及其以外的冲压零
部，焊接组装零件 。
汽车铝合金锻造部品
经由特殊印刷 +3D成型+薄膜嵌入
成型而成的汽车用装饰及表示类零
部件
树脂切削件 、树脂折弯 &焊接、组
立、金属切削加工 、橡胶件加工

热间·温间·冷间综合锻造 江兴为提
供客户最优质的服务 ，最优化的产
品，主要研发生产零件有 ：铁路相
关零件、汽车零件:传动轴零件 、变
速箱零件 、转向零件 、轴类零件 、
机械五金零件 、其他金属零件等锻
压制造加工产品 。

寻找汽车用金属部件的销售商 （EV
相关零件 、热交换器等

中国制切削工具及制造现场使用工
具，自动化设备

精密金属冲压品

車体内蔵各種基板 （カーナビゲー
ション、ヒートコントローラ 、シ
グナルスイッチ 、オーバーヘッド 车载电路板组件 （汽车内饰灯 、转
コンソール 、ルーフモジュール 、 向灯、刹车灯、空调控制器 、警示
パワーウィンドウスイッチ ）
灯开关、玻璃升降开关 ）

製造業向け生産管理 システム の営
業、開発・導入・運用
豊富なオプション 機能で確実にお
客様の業務効率アップ、コストダ
ウン改善にご協力
日本シェアNo.1の鋳造CAEソフト
の販売、サポート
①貴金属含有 スクラップ 、貴金属
含有廃液
②一般廃棄物 （銅、非鉄金属 、廃
プラなど）
③PC等廃事務機器

面向制造业生产管理系统的销售 、
开发、导入、运用、维护
丰富的辅助功能帮助客户切实提升
工作效率 、降低成本
日本使用率第一的铸造 CAE软件

①含贵金属废料 ，含贵金属废液
①废液，废线路板等危险废弃物处
②普通废弃物 （铜，有色金属 ，塑 ①廃液、廃基板等危険廃棄物処理 理
料等有价物 ）
②事業系一般廃棄物処理
②普通废弃物处理
③PC等废办公机器
③土壌汚染調査 、浄化サービス
③土壤污染调查 ，土壤净化工程等

自動車関連分野 をメインに、各種
の形状品軸類 、プレート 、異状品 轴件、方件、异形件、大小批量的
大型機械加工品 、高周波処理 、溶 大件机械加工品 ，高频热处理 ，焊 、多品種小ロットから大量生産 ま 精密机械加工都可以对应 。体制灵
接加工、板金加工。
接机械加工 ，钣金加工 。
で幅広いです。
活，可对应范围广 。
ムービーレンズ 構造部品 、カメラ
ムービーレンズ 、カメラレンズ の 光学镜头组件加工合作 ，适用于铝 の精密ガイド軸、金属外装部品 な 高精密镜头结构件的加工 ，在电影
構造品部品加工
材加工的高性价比刀具 。
どの加工製造
镜头制造领域经验丰富 。

小LOT精密金属加工 CNC NC旋盤

单件小批量精密金属加工件加工车
床

涂装、镀锌、机加工、组装

5軸多面加工品 （AL 真鍮 POM
PPSPEEK）・可視化モデル（PC
PMMA加工品）・金属３Dプリン
ター・真空注型（ABS PP PCゴ
ム）・難加工金属 （SUSチタン）
金属焼付塗装 、カチオン 電着塗装
、静電塗装、溶剤塗装 、粉体塗装

5轴联动多面加工 （铝黄铜POM
PPS PEEK）可视化样件 （PC
PMMA加工品）、金属3D打印、硅
胶膜（ABS PP PC软胶）、难切削
金属加工 （SUS
钛合金）
金属表面涂装
，阴极电泳涂装
，静
电液体涂装 ，静电粉体涂装 ，溶剂
涂装

板金加工
機械部品の表面処理 （めっき加
工）

钣金加工
机械零部件表面处理加工

专业的变压器设计 ，可对应各种特
殊规格的变压器 ，可对应小数量 、 リード線、コア、ボビン、テープ 引线、硅钢片、骨架、胶带、夹框 三相トランス、リアクトル 、電源 三相变压器 、电抗器、电源变压器
多机种
、バンド、端子台
、端子台
トランス、オーディオトランス
、音频变压器

FA自動化・設
備、自動車・
船舶製造 、電
子・電気
以工匠精神 ，做精工产品

Φ0.05～高精度微細穴加工 にも対
応
自動車・船舶
製造、電子・
電気
FA自動化・設
備

鉄、非鉄製品の鍛造から切削まで
の製品または鍛造品のみ、切削品
のみでも可。
自動車部品 を問わず、プレス部品
、溶接組立部品
自動車用アルミサスペンション 部
品

射出成型用 の金型の設計製造 を行
い、
その金型で成形した成型品に塗装
や印刷を行い、
注塑模具制造 ，成形以及成形品的
組立までをすべて 社内で行ってい 涂装印刷和组立均可在本公司完成
ます。
。

吉本工艺 （常熟）有限公司 株式会社吉本工芸社
工厂MRO
仓敷菱东金属制品制造 （上
海）有限公司
倉敷レーザー株式会社
高品質・短納期の板金加工 に対応 塗装、メッキ、機械加工 、組立
卡利亚表面技术 （镇江）有
自動車・船舶
限公司
株式会社 サーテックカリヤ 製造
最先端の表面処理総合 メーカー

宁波新望电子有限公司

注塑产品
汽车零部件以及其他精密部件的加
自動車部品 、精密加工部品
工
自動車用エアーバッグ 基幹部品一 汽车安全气囊用的主要部品 -气体
気体発生器
发生器

産業用緩衝器
产业机器用缓冲器
海上輸送、航空輸送 、陸運輸送 、 海运，空运，陆运，仓库业务 ，铁
倉庫輸送、鉄道輸送
路运输

一家企业三种工艺 ：电泳+喷漆+喷
粉

C027

C029
C030

橡胶品，改性树脂

FA自動化・設 コマツで培った経験やノウハウ を
備
活用

东莞市北湘实业有限公司

C026

ゴム、特殊樹脂

冲压切边模具 ，保护膜

樹脂製品

家電用/車載用ハーネス 電源コ 家电/车载线束 、电源线、自动化
電線、端子、成形部品 、ダイカス 电线、端子、成型零部件 、冶金件 ード、自動化ライン用センサコネ 生产线用连接器连接线 、其他电子
ト品、テープ、梱包材
、胶带、包装材料
クタケーブル 、その他電子部品
零部件

C022

C025

高强度铝合金材料

日系車両 メーカーTiar1様とお取引
有
電子部品

东莞凯路汽车工业有限公司

C024

高強度のアルミ材料

メッキ

C021

杭州伊纳可模具模型有限公
司

模具，治具，切削用润滑油 ，原材
料，热锻锻造毛坯 ，切削工具
模具，焊接夹具，检具，涂装，电
镀处理，汽车用螺母

可对应超精密模具 /注塑/涂装/印刷
工艺

株式会社
ョン

C023

3D视觉（机器人及自动化行业 ）
光学编码器 （机器人及自动化行
业）
扫描振镜 （激光加工行业 ）
非接触式速度计
真空计（真空行业）
汽车变速箱 、发动机零部件的精密
切削品

熱間·温間·冷間複合鍛造 江興は
お客様に優れたサービス と製品を
提供しております 。鉄道関連部品
、自動車部品 、等速ジョイント 関
連部品、変速機部品 、ステアリン
グ部品、軸類部品 、機械五金部品
などの鍛造成形加工製品 を主とし
て開発しております 。

安藤刀具 （上海）有限公司 安藤株式会社
株式会社武蔵 テクノケミカ
上海六藏贸易有限公司
ル

高律科（上海）信息系统有
限公司
クオリカ 株式会社

铝铸件、锻造品

3Dマシンビジョンシステム （ロボ
ット及び自動化業界 ）
エンコーダ （ロボット 及び自動化
業界）
ガルバノスキャナー （レーザ加工
業界）
LDV
真空計（真空業界 ）
自動車用ミッション 、エンジン 部
品の精密切削品

We Find the Way

株式会社木屋製作所
日通商事 （上海）贸易有限
公司
日通商事株式会社

行田電線株式会社

销售品（中）

FA自動化・設
備
工厂MRO

自動車・船舶
製造
冷鍛順送 プレスによる工法転換
ソリューショ
ン
海外ビジネスサポート

上海行田电产有限公司

販売（日）

金型、治具、切削用塗布剤 、原材
料、熱間鍛造品 、切削工具
金型、溶接治具、検査治具 、塗装
、鍍金処理、車用ボルト

自動車・船舶
製造
高品質で付加価値の高い加飾部品 トリム型、保護フィルム

CHIAN HSING (TAICANG )
江兴（太仓）金属制品有限 METALS PRODUCTS CO.,
公司
LTD.

赛斯电子 （无锡）有限公司 大日光エンジニアリング

采购品（中）

注射机的附属设备及其自动化设备
砂型铸造 （小批量仅用于小批量试
砂型鋳造 、石膏鋳造
做）
シームレス 鋼管、精密切削品 、冷 无缝钢管 ，精密切削 ，冷镦锻造 ，
間鍛造品 、深絞りプレス品
深拉伸冲压品

自動車・船舶
製造、電子・
電気、工場
MRO

丰武光电 （苏州）有限公司 日本武藤精工株式会社
協立誉威精密五金 （深圳）
有限公司
協立精工株式会社

調達（日）

从民用到工业 ，佳能都将为您提供
高性能的产品及优质的服务 。
自動車・船舶
製造
掴みのASAHI
アルミダイキャスト 、鍛造品
自動車・船舶 人に依存しないものづくりで 安定
製造
した品質、コストを実現
射出成形周辺設備 、自動化設備

浦和製作所

必加利（丹阳）汽车装饰部
C005-8 件有限公司
株式会社光金属工業所
东北江南精密树脂 （苏州）
C006
有限公司
東北江南 （株）

C007

業種

鋳造材料鍛造材料

金型設計 からプレス・成形加工 ・
上海进征电子工业有限公司 新生電子 （株）
実装・組立まで一貫生産対応
電子部品 ・プレス材料・樹脂材料
江苏华英光宝科技股份有限
精密模具零件加工及销售 ，可对应
公司
超精密油割
ゴム、特殊樹脂
JISボルト・ナット・機械加工品 ・
苏州勇一精工有限公司
UNYTITE CORPORATION
柔軟な発想で未来を共有します。 原材料
各種加工品 、ダイカスト 、ロスト
多富电子 （昆山）有限公司
ワックス
電子・電気、 お客様が最大に満足される商品を フライス 加工/旋盤加工 、鍍金、
户上电气 （苏州）有限公司 株式会社 戸上電機製作所 工場MRO
提供します。
金型、鋲螺類、樹脂成形類 など。
伊丹树脂制品 （常熟）有限
成型金型 、治工具、樹脂材料 、塗
公司
伊丹電機工業株式会社
25年成型经验 ，满足各种需求
料など

鋳造材料鍛造材料

电子部品 ，冲压材料 ，注塑材料

OA部品，自動車部品 ，医療器械
部品，金融業界の機械加工部品

OA部品，汽车部品 ，医疗机械部
品，金融行业机械加工部品

Φ0.05mm穴加工、公差５μmの医
療精密部品 、1.5ｍ以上同軸度 0.05
のロボットシャフト 、転造スプラ
イン、高倍率のアルミヒートシン
ク、日本製中古設備 の提供。
PC周辺機器 、オフィス 家具
プレス加工品、成形品、実装品、
組立品
プレス型部品、樹脂型部品 、自動
機部品加工 など

Φ0.05mm孔加工、公差5μm的精密
医疗零部件 、1.5m以上同轴度 0.05
的机器人用轴 、転造スプライン 、
高倍率のアルミヒートシンク 、日
本二手设备的提供 。
办公椅等各种电脑周边产品
冲压加工品 ，注塑品，基板贴装 ，
组装品
精密冲压模具零件及整模 ，注塑模
零件，自动机零部件

橡胶品，改性树脂
JIS规格螺栓 ·螺母·机械加工品 ·原材
料
JISボルト・ナット・機械加工品

加工品、組立品
铣加工/车加工、电镀/热镀、模具 板金加工品 、溶接加工品 、塗装加
、螺丝螺母类 、树脂成型类等 。
工品など。
成型模具 、治工具、树脂材料 、涂 樹脂成型品及 び塗装、印刷、レー
料等副资材
ザーカット などの二次加工

JIS规格螺栓 ·螺母·机械加工品

钣金加工 、焊接加工 、喷涂加工等
。
各种树脂成型加工以及涂装 、印刷
、镭雕等后加工

FBC上海2019ものづくり 商談会
出展企業リスト
8月13日
Booth. 公司名（中国）

会社名（日本）

C040

三菱电机机电 （上海）有限
公司
三菱電機株式会社
大连爱丽思生活用品有限公
司
アイリスオーヤマ 株式会社

C042

索马龙精细化工 （珠海）有
限公司
ソマール 株式会社

C043
C044

常熟东邦技研自动化设备有
限公司
上海神宫机械有限公司

C037

C045
C046
C047
C048
C049

C050
C055
C056
C057

C058

上海捷富塑料化工有限公司
苏州市惠利盛电子科技有限
公司
福州市晟达防水工程有限公
司
上海莎安精密注塑有限公司
高桥金属制品 （苏州）有限
公司

大连库莱斯涛电子有限公司
日本株式会社今尾上海代表
处

業種

自動車・船舶
製造、電子・
電気、ソリュ
ーション

キャッチコピー /一句话标语

工場MRO

押谷フエルト化成株式会社 電子・電気
蘇州市恵利盛電子科技有限
公司
電子・電気
株式会社 エフワンエヌ

日式管理 ，中国价格
日本国内 と同等品質な防水工事

FA自動化・設
大連クレスト電子有限公司 備
株式会社 イマオコーポレー FA自動化・設
ション
備

化学原材料 、金属罐、塑胶罐、
PVC膜

高性能化学製品 （粉体絶縁塗料 、
液状樹脂、各種高機能 フィルム ）
溶剤再生装置 、ケブラー -手袋、
除電装置

高性能化学产品 （粉体绝缘涂料 、
液体树脂 、各种高性能薄膜 ）溶剂
再生装置 、高耐热/防切割手套 、
除静电机

机械加工设备

SMT,LCD,FPD関連自動化 ・省力化
設備の設計,製造 / 加工、製缶、板
金、塗装部品の製造
機械製品

SMT,LCD,FPD关联自动化 ・省力化
设备的设计 ,制造 / 加工、制缶、钣
金、涂装部品的制造
机械製品

吸音材/遮音材/各種発泡体 /各種フ 吸音材/遮音材/発泡体/高分子发泡
ェルト/粘着剤
材料/棉、毛毡/粘着剤
防音材/粘着加工品 /発泡体加工品

防音材/涂胶制品 /发泡加工品

電子デバイス
电子零部件
基板実装関連
线路板的贴装加工
ウレタン 防水材、ポリウレア 防水 聚氨酯防水材料 ，聚脲防水材料 ， 日本国内と同等品質 の防水工事 を
材、防水工事施工業者 。
防水工程施工 。
提供いたします 。
防水工程 。

青岛冠达工贸有限公司
东莞市深茂精密电子有限公
司

0.001μ超精密加工 に対応、半導体
部品対応 できる
金属材料
弊社为15000以上品种 ，标准件厂
家

金属材料

自動車・船舶
製造

線材、パイプ材、鍍金加工 、カチ 线材、管材、镀锌处理 、电泳漆处
オン
理
板金の事なら先ずは忠嗣金属 まで 塗装、メッキ、機械加工品 、製缶
ご連絡下さい
加工、プレス加工
涂装，电镀，机加工产品

C062

（●精密机械加工 ●自动化组装及
维护●）

C063

赞高精密 （上海）贸易有限
公司
サンコー 株式会社

未来を拓くハイブリット 企業

C064

上海近藤薛氏贸易有限公司

C065

林立精密工业 （苏州）有限
公司
林フェルト 株式会社

C066

苏州松井金属制品有限公司

島根自動機株式会社

株式会社

株式会社

近藤製作所

FA自動化・設
備
高精度樹脂溶接加工
FA自動化・設
備
FA自動化+機械加工

C068

C069
C070

株式会社 テルミック
赫智（上海）贸易有限公司 （株）坂神メタリックス

苏州长泽贸易有限公司
苏州山根沃凌德贸易有限公
司
株式会社山根精機
贵和新材料科技 （滁州）有
限公司
貴和化学薬品株式会社

机加工零部件 （各种）

スパイラル 、引きバネ、押しバネ
、トーション 、線材曲げ、パイプ
曲げ、ドアロック 組付
各種板金製品 、製缶加工品 。少量
から対応可能です。
工業用各種樹脂板加工男及 び製品
設計製造
①省力化自動化設備
②機械加工部品 （各種）

各種切削部品 、冷間圧造品 、鍛造
品、ﾌ ﾟ ﾚ ｽ 製品等 締結部品全般
（自動車、産業機器 、AV 機器、
家電、医療等）

太径鍛造及 び鍛造＋2 次加工品、
Nut 関連品

金属材料 ，锻造品

両面テープ、フィルム 、ウレタン
、不織布など
双面胶，胶片，无纺布
鍛造，鋳造，機械加工 、金型、自 锻造,铸造,机械加工 ,模具,自动化设
動化設備 、加工治工具
备,加工治工具
切削加工品 ・プレス加工品・銅接
加工・熱間冷間鍛造品 ・ﾀ ﾞ ｲ ｷ 切削品/冲压品/铜接加工品 /热锻冷
ｬ ｽ ﾄ 品・焼結・黒染加工 ・各種 锻品/压铸件/粉末冶金/黑染加工 /
メッキ処理
各种电镀处理
FA自動化・設
金属、树脂、化学溶液 、蒸馏水 其
備
様々な異種材接合 を実現します！ 金属、樹脂、薬液、蒸留水 他
他
治具・工具等・加工部品 の全加工
の要望に応えることができる 技術
集団です！
各種材料 ・工具
全ての工程を管理する貿易会社
鋼材、鍛造品、機械加工品

扁簧、拉压扭簧、线材折弯加工 、
管材折弯加工 、门锁组装
各种钣金产品 ，制罐加工产品 。可
以从少量开始应对 。
工業用各種樹脂板加工男及 び製品
設計製造
①非标自动化设备
②机加工零部件 （各种）
・精密机械部品的切削加工
・产业用制造装置的制造
・半导体制造装置 ・ＦＰＤ制造装
置・其他各制造装置的加工

材料，钣金

自動車・船舶
製造、電子・
世界の力で誰もできない レベルを
電気、工場
MRO
追求
金属材料 、鍛造品

松井製作所

贵宣（上海）国际贸易有限
公司
株式会社好信
錾帆技术咨询 （上海）有限
公司
ＥＬＥＢＯＮ 株式会社

機械加工部品 （各種）

精密機械加工部品 、半導体用機械 精密机械加工部品 ，半导体用机械
加工部品、自動化設備 、製函機、 加工部品 ，自动化设备 ，开箱机，
封緘機
封箱机
標準治具、標準機械部品
工夹具标准件 ，机械标准件
グリースニップル 、スナップリン
グなどの金属加工製品
黄油嘴、卡簧等金属加工制品
专业生产微型减速箱 舵机 减速电
机 高精密齿轮加工 非标齿轮定制

工場MRO

旺天凯精密机器 （昆山）有
限公司
株式会社 ワイデーケー

C073

销售品（中）

高橋金属株式会社

无锡岛根机械有限公司

C072

铝压铸件 、散热片类 、电线类、电
机类、树脂成型品 、铸铁铸件 、钣
金、铸铁物、等
家电、LED照明用各种资材 、新技
术、新材料等

機械加工用設備
“空间缝隙、为您贴合 ”
-上海捷富，提供专业的隔音隔热
解决方案 -

C061

C071

販売（日）

人が行う作業、人が出来ない作業
を変わりに行う機械達

フクデン 株式会社

C060

C067

采购品（中）

アルミダイカスト 、ヒートシング
類、電線類、モータ類、鋳鉄鋳物
、樹脂成型品 、機械加工品 （モー
タシャフト ほか） 、板金（プレス
、タレパン）、等
家電、LED照明用各種資材 、新技
術、新素材等
親会社は東証2部のソマール (株)で
今年創業 71周年を迎えた。製品の
主な供給先はモーターメーカー 、
自動車関連 メーカー、FPC/レンズ 化学原材料 、金属缶、樹脂缶、
ユニットメーカー
PVCフィルム

林氏弹簧 （苏州）有限公司 ㈱林スプリング 製作所
忠嗣金属制作 （上海）有限
公司
株式会社大栄製作所
新亿星电子科技 （苏州）有
限公司
大和工業株式会社

C059

調達（日）

各种材料 ·工具
钢材，锻造，机加工件

量産品：切削加工部品 、研削加工
部品、鋳造部品、鍛造部品 、アル
ミダイキャスト 。
少ロット多品種：板金部品 、切削 少量多品种生产 ：板金·切削加工零
加工部品 、研削加工部品 、特殊超 部件·铸造零部件 ·铝铸件·特殊超硬
硬工具。
工具·铣刀

日本品質 を中国価額で
FA自動化・設
備
精密加工部品 をタイムリー に供給 精密機械加工部品
精密机器加工零部件
各種工業薬品 （燐酸、亜鉛華、ジ
焼鈍～ボンで加工受託 と薬剤販売 ルコニウム 等）

自動車部品加工 、ベトナムロスト
ワックス（ステンレス ）精密鋳造 汽车零部件加工 、越南近藤失蜡铸
品
造加工品 （不锈钢铸造加工品 ）
プラスチックフィルム を初めとし
たシート状でソフトな素材の精密
プレス品
医療機器、半導体設備 、ロボット
機器、空調機の金属加工製品

以薄膜胶片为首的软质片材 ，卷材
的精密模切加工品
金属制品 ,医疗器材 ,半导体设备 ,机
器人机器 ,空调机

切削加工品 ・プレス加工品・銅接
部品・熱接冷間鍛造品 ・ﾀ ﾞ ｲ ｷ
ｬ ｽ ﾄ 品・焼結・ギア・油圧空圧
部品・鋳物
OEM、受託加工 、ライセンス 契約
、装置製造・販売

切削品/冲压品/铜接加工品 /热锻冷
锻品/压铸件/粉末冶金/齿轮/油压
空压产品 /铸件
OEM、合同处理 、许可协议、设备
制造·拍卖

金属・非金属の加工品
鋼材、鍛造品、機械加工品

金属·非金属等加工品
钢材，锻造，机加工件

切削加工部品 、研削加工部品 、鋳
造部品、鍛造部品 、アルミダイキ
ャスト。
少ロット多品種：板金部品 、特殊
超硬工具、鋳造部品 、鍛造部品 、
その他：電動ネジゲージ

批量生产 ：切削·研磨·铸造零部件 ·
铝铸件
少量多品种生产 ：板金·切削加工零
部件、特殊超硬工具
其他：电动螺纹规

精密機械加工部品
精密机器加工零部件
焼鈍～ボンで加工の受託、金属表
面処理薬剤

プレス金型、金型部品 、プレス機
自動車・船舶
、自動機（組立て・検査機・他） 冲压模具 ，模具部品 ，冲压机，自 自動車部品 を主としたプレス加工 以汽车部品为主的冲压加工及熔
製造
グローバル 生産体制、深絞り成形 、工作機械
动机（组立，检查机等 ），加工机 と溶接・組立て・電着塗装 など
接，组立，电泳涂装等

C075

辉格技（杭州）汽车配件有
限公司
株式会社
平谦（太仓）现代产业园有
限公司

未定

日邮物流 （中国）有限公司 郵船ロジスティクス

製造業向けレンタル 工場
高端制造业的理想生产基地
総合物流サービス （海上・航空輸
送、倉庫保管・流通加工 、中国国
内輸送、ロジスティクスシステム
など）

深圳市联硕精密工业科技有
限公司

精密なプレス金型、プレス金型の
部品、そしてプレス製品を加工で
きます。粉末金型 、そして粉末金
型の部品を加工できます 。プラス
チック金型、プラスチック 金型の
部品、そしてプラスチック 製品を
加工できます。

C074

未定

樋口製作所

最好的企业选择最好的园区

模具与产品从设计到量产都可以社
内独立完成

五金冲压连读模具 ，非标件以及五
金产品；塑胶模具，非标件以及塑
胶产品；粉末冶金模具 ，以及相关
零件；

