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利用の手引き 

 
１．本名簿は、2019 年 1 月から 3 月にかけて行った「愛知県貿易関係企業データベース調査」の回答結果

をとりまとめたもので、回答者のうち、本名簿への収録を希望した貿易関連の製造業・卸売業・小売業・

商社（909 社）の企業情報に加え、利用上の便宜を図るため、品目別索引、社名別索引、ブランド名索引

を付加し、一般企業編として編集したものである。 

 

２．掲載順位は一律に社名 50 音順とした。 

 

３．本書の記載様式及び項目は次のとおりである。 

４桁番号  会 社 名 

住 所 

Te l .番 号 

Fax.番号 

URL ホームページアドレス 

設 立 年（西暦） 

資 本 金 

従業員数 

取引銀行 

製造品目 

卸・小売品目 

輸出品目（仕向国名） 

輸入品目（仕入国名） 

ブランド名 

海外進出先国名 

【2017 年度調査回答】 

 

○ 社名左の４桁番号は、品目別索引と連動する。 

○ 登録されている企業名が支店、営業所等の場合、全社の従業員数とは別にその支店・営業所等の従 

業員数をカッコ内に表示する。 
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○ 次の項目は本文中では略号をもって表示する。 

製造品目 製   卸売品目 卸   小売品目 小   ブランド名 ブ 

輸出品目 出   輸入品目 入   海外進出先国名 進  

○ 出 入の品目のあとの（ ）内の国名は、それぞれ（仕向国名）、（仕入国名）を表す。 

○ 取引銀行は主なものを 2 行記載した。尚、取引銀行名は調査時点での行名を記載してある。 

○【2007 年度調査回答】は、記載内容が 2007 年度における調査回答であることを表す。 
 

４．品目別索引の利用方法は次の通りである。 

例えば「医療用品」を引いた場合、品目に続く数字は次のことを表す。 

ｱ 0057.ｱ 0073.ｱ 0143.ｱ 0253.ｱ 0309.ｱ 0585.ｱ 0592.ｱ 0682.ｱ 0872.ｶ 0073.ｶ 0143. 

ｶ 0245.ｶ 0253.ｶ 0309.ｶ 0849.ｶ 0872.ｻ 0073.ｻ 0143.ｻ 0231.ｻ 0309.ｻ 0327.ｻ 0379. 

ｻ 0477.ｻ 0585.ｻ 0647.ｻ 0837.ｻ 0872.ﾀ 0245.ﾀ 0377.ﾀ 0379.ﾀ 0477.ﾀ 0647.ﾀ 0849. 

 

○アで始まる４桁数字 

医療用品を製造している業者を表し、社名左にその４桁番号が記されている業者が該当する。 

ｱ 0057.ｱ 0073.ｱ 0143.ｱ 0253.ｱ 0309.ｱ 0585.ｱ 0592.ｱ 0682.ｱ 0872. 

 

○カで始まる４桁数字 

医療用品を輸出している業者を表し、社名左にその４桁番号が記されている業者が該当する。 

ｶ 0073.ｶ 0143.ｶ 0245.ｶ 0253.ｶ 0309.ｶ 0849.ｶ 0872. 
 

○サで始まる４桁数字 

医療用品を輸入している業者を表し、社名左にその４桁番号が記されている業者が該当する。 

ｻ 0073.ｻ 0143.ｻ 0231.ｻ 0309.ｻ 0327.ｻ 0379.ｻ 0477.ｻ 0585.ｻ 0647.ｻ 0837.ｻ 0872. 
 

○タで始まる４桁数字 

医療用品を卸売又は小売りをしている業者を表し、社名左にその４桁番号が記されている業者が該当

する。 

ﾀ 0245.ﾀ 0377.ﾀ 0379.ﾀ 0477.ﾀ 0647.ﾀ 0849. 

 

 

５．社名別索引及びブランド名索引では、利用上の便宜を図るため会社名をクリックすると該当する企業情 

報に飛べるようファイル内リンクが貼ってある。 

 

６．各ページの上部に品目別索引、社名別索引、ブランド名索引、企業情報、利用の手引きの各項目に飛べ

るようファイル内リンクが貼ってある。 

 

７．企業情報の中でホームページのある企業はそのアドレスをクリックすると該当企業のホームページに 

べるようリンクが貼ってある。 
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 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き     アカサタに続く４桁数字は ア 製造、 カ 輸出、 サ 輸入、 タ 卸・小売 の企業番号を表します。 

 

品目別索引 
 

ア 
 

ＲＦＩＤソリューション ........................................... ｱ 0773. 

＋ＲＩ施設安全取扱用機器及び消耗品 ...................... ｱ 0169. 

ＩＣ ........................................................................... ｻ 0411. 

アイススケート用品 .................................................. ｻ 0688. 

ＩＴプラットフォーム ............................................... ｶ 0686. 

ＩＰ電話機 ..................................................... ｻ 0161.ﾀ 0161. 

亜鉛華 ............................................................. ｻ 0626.ﾀ 0200. 

赤生姜 ........................................................................ ｻ 0170. 

赤生姜エキス .................................................. ｱ 0170.ｶ 0170. 

アカスリ商材 .................................................. ｶ 0018.ﾀ 0018. 

赤出し味噌 ......................................... ｱ 0666.ｱ 0794.ｶ 0794. 

アグアヘ .................................................................... ｻ 0170. 

アクセサリー ｱ 0063.ｶ 0063.ｶ 0818.ｻ 0063. 

ｻ 0161.ｻ 0319.ｻ 0505.ﾀ 0319.ﾀ0505. 

アクリル重合体 ......................................................... ｶ 0203. 

アクリル樹脂 ............................................................. ｶ 0203. 

アクリル樹脂焼付塗料 ............................................... ｶ 0608. 

アクリルラッカー ........................................... ｱ 0608.ｶ 0608. 

アクリワーロン .............................................. ｱ 0909.ｶ 0909. 

アコースティックギター .................... ｱ 0514.ｶ 0514.ｶ 0748. 

アサイー .................................................................... ﾀ 0296. 

麻糸 ........................................................................... ｻ 0260. 

麻織物 ........................................................................ ｱ 0480. 

アサリ ............................................................. ｻ 0183.ｻ 0692. 

アシストモーター ........................................... ｱ 0903.ｶ 0903. 

味付海苔 ......................................................... ｱ 0581.ｶ 0581. 

アスカーバ ..................................................... ｱ 0284.ｶ 0284. 

アスタキサンチン ........................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

アスファルトスプレヤー ................................ ｱ 0284.ｶ 0284. 

アスファルトディストリビューター .............. ｱ 0284.ｶ 0284. 

アスファルト乳化剤 .................................................. ｶ 0317. 

アスファルトスプレッダー ....................................... ｶ 0284. 

アスレチックウエア ....................................... ｻ 0192.ﾀ 0192. 

アダプター ................................................................ ｻ 0745. 

圧縮空気用エアフィルター ............................ ｱ 0765.ｶ 0765. 

圧造品 ................................................. ｱ 0378.ｱ 0713.ｶ 0713. 

圧電セラミクス .............................................. ｱ 0758.ｶ 0758. 

圧入機 ........................................................................ ｱ 0771. 

圧力制御機器 .................................................. ｻ 0330.ﾀ 0330. 

圧力計 ........................................................................ ｻ 0255. 

圧力スイッチ ............... ｱ 0869.ｶ 0332.ｶ 0869.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

圧力スイッチ（空圧用） ................................ ｶ 0427.ﾀ 0427. 

圧力スイッチ（水圧用） ................................ ｶ 0427.ﾀ 0427. 

圧力スイッチ（油圧用） ................................ ｶ 0427.ﾀ 0427. 

穴子 ................................................................ ｻ 0545.ﾀ 0545. 

アノードバスケット ....................................... ｱ 0126.ｶ 0126. 

アパレル             ｱ 0336.ｶ 0381. 

ｻ 0018.ｻ 0336.ｻ 0468.ﾀ 0381.ﾀ 0468. 

網          ｱ 0209.ｱ 0575.ｱ 0783.ｶ 0209.ｶ 0740. 

ｻ 0209.ｻ 0549.ｻ 0740.ﾀ 0028.ﾀ0740. 

編網機             ｶ 0740.ﾀ 0740. 

アミューズメント設備機器                  ｱ 0128. 

ｱ 0168.ｱ 0411.ｱ 0729.ｻ 0168.ｻ 0729. 

洗上げ羊毛 ......................................... ｻ 0052.ｻ 0799.ﾀ 0052. 

洗化炭羊毛 ................................................................ ｻ 0799. 

アラビアゴムパウダー .............................................. ｻ 0618. 

アルコール飲料 ......................................................... ｶ 0744. 

アルパカ .................................................................... ｻ 0591. 

アルパカトップ ......................................................... ｶ 0591. 

アルミ鋳物 ..................................................... ｻ 0497.ｻ 0784. 

アルミ材料 ................................................................ ｶ 0490. 

アルミ遮熱シート .......................................................ｻ 0110. 

アルミ重力鋳造 ......................................................... ｱ 0738. 

アルミ製品 ............................. ｱ 0475.ｻ 0242.ｻ 0757.ｻ 0852. 

アルミダイカスト ............................... ｱ 0428.ｱ 0738.ｱ 0784. 

アルミナ繊維 ............................................................. ｻ 0635. 

アルミナ繊維織品 ...................................................... ｶ 0635. 

アルミニウム及びその製品 ....................................... ｱ 0428. 

ｱ 0475.ｱ 0738.ｱ 0757.ｱ 0784.ｶ 0376. 

ｶ 0490.ｶ 0825.ｻ 0069.ｻ 0110.ｻ 0242. 

ｻ 0376.ｻ 0757.ｻ 0852.ﾀ 0069.ﾀ 0376. 

アルミニウム板・シート .................... ｶ 0825.ｻ 0069.ｻ 0110. 

アルミニウム棒及び形材 ................................ ｱ 0757.ｻ 0757. 

アルミ溶解炉 .................................................. ｱ 0834.ｶ 0834. 

アンカードリル .............................................. ｱ 0507.ｶ 0507. 

アンギュラ研削盤 ........................................... ｱ 0261.ｶ 0261. 

あんこ ....................................................................... ｻ 0744. 

アンゴラ（モヘア） ....................................... ｻ 0052.ﾀ 0052. 

安全ガラス ..................................................... ｱ 0194.ｶ 0194. 

安全弁、逃がし弁 ........................................... ｱ 0884.ｶ 0884. 

安全保安用品 ............................................................. ｱ 0559. 

安全マット用品 ......................................................... ｻ 0688. 

アンティークオルゴール ................................ ｻ 0519.ﾀ 0519. 

アンテナ ............................................. ｱ 0773.ｶ 0773.ｻ 0773. 

案内板 ............................................................ ｱ 0114.ｶ 0114. 

アンローダー .................................................. ｱ 0096.ｶ 0096. 

 

イ 
 

居合刀 ....................................................................... ﾀ 0090. 

ＥＧＲバルブ ............................................................. ｱ 0006. 

ＥＭＣ対策部品 ......................................................... ｱ 0796. 

イエルバ .................................................................... ﾀ 0296. 

イオン交換樹脂 .................................. ｻ 0295.ｻ 0303.ﾀ 0303. 

イオン交換体 ...................................... ｻ 0295.ｻ 0303.ﾀ 0303. 

いか ........................................................................... ｻ 0183. 

イカの調整品 .................................................. ｻ 0220.ﾀ 0220. 

イカナゴ .................................................................... ｻ 0692. 

生きた動物 ................................................................ ｱ 0199. 

い草関連機器 ............................................................. ｶ 0525. 

育児用品 ................................. ｶ 0561.ｶ 0671.ｻ 0671.ﾀ 0671. 

育毛剤 ............................................................ ｶ 0659.ﾀ 0659. 

石製品 ......................... ｶ 0422.ｻ 0021.ﾀ 0021.ﾀ 0151.ﾀ 0801. 

意匠撚糸 ......................................................... ｶ 0260.ﾀ 0260. 

椅子（金属製） .................................. ｱ 0270.ｻ 0004.ｻ 0108. 

椅子張生地 ......................................... ｶ 0285.ｻ 0285.ﾀ 0285. 

椅子（木製） .......................... ｻ 0108.ｻ 0270.ｻ 0457.ｻ 0503. 

板紙 ........................................................................... ｱ 0781. 

板ガラス加工品 ......................................................... ｻ 0194. 

板鋼材（ステンレス） .............................................. ｶ 0596. 

板ばね ............................................................ ｱ 0251.ｶ 0251.
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 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き     アカサタに続く４桁数字は ア 製造、 カ 輸出、 サ 輸入、 タ 卸・小売 の企業番号を表します。 

 

イタリア食材 .................................................. ｻ 0397.ﾀ 0397. 

一眼レフカメラ用フィルターガラス ......................... ｱ 0148. 

苺種子 ........................................................................ ｻ 0170. 

イチゴ種子エキス ...................................................... ｱ 0170. 

苺（冷凍） ................................................................ ｻ 0744. 

糸 ................................. ｱ 0677.ｶ 0095.ｶ 0209.ｶ 0503.ｶ 0557. 

ｶ 0677.ｶ 0848.ｻ 0095.ｻ 0209.ｻ 0290. 

ｻ 0480.ｻ 0503.ｻ 0557.ｻ 0586.ｻ 0676. 

ｻ 0677.ｻ 0822.ｻ 0848.ﾀ 0095.ﾀ 0419. 

ﾀ 0503.ﾀ 0557.ﾀ 0582.ﾀ 0591.ﾀ 0848. 

自動車用毛ハタキ ...................................................... ｱ 0487. 

糸切れ検出装置 .............................................. ｱ 0642.ｶ 0642. 

糸切れセンサー .................................. ｱ 0642.ｱ 0874.ｶ 0642. 

糸欠点検出装置 .............................................. ｱ 0642.ｶ 0642. 

糸鋸盤（木工用） ........................................... ｱ 0038.ｶ 0038. 

糸鋸盤用部品 ............................................................. ｻ 0038. 

糸道 .................................................... ｱ 0874.ｶ 0640.ｶ 0874. 

鋳抜きピン ..................................................... ｱ 0423.ｶ 0423. 

犬張り子 .................................................................... ﾀ 0036. 

いぶし瓦 .................................................................... ｶ 0119. 

鋳物工場用機材 .................................. ｶ 0315.ｻ 0315.ﾀ 0315. 

鋳物砂 ............................................................. ｱ 0089.ｻ 0089. 

鋳物製品                   ｱ 0089.ｱ 0222. 

ｱ 0252.ｱ 0358.ｱ 0497.ｱ 0543.ｱ 0570. 

ｱ 0593.ｱ 0614.ｱ 0691.ｱ 0738.ｱ 0784. 

ｱ 0834.ｶ 0089.ｶ 0132.ｶ 0181.ｶ 0222. 

ｶ 0614 ｻ 0089.ｻ 0117.ｻ 0132.ｻ 0242. 

ｻ 0273.ｻ 0315.ｻ 0321.ｻ 0376.ｻ 0441. 

ｻ 0443.ｻ 0497.ｻ 0513 ｻ 0570.ｻ 0593. 

ｻ 0669.ｻ 0743.ｻ 0784.ｻ 0852 ｻ 0902. 

ﾀ 0132.ﾀ 0443.ﾀ 0513.ﾀ 0669.ﾀ 0902. 

鋳物部品 ......................................................... ｱ 0222.ｶ 0222. 

医薬品 .......................... ｱ 0057.ｱ 0309.ｱ 0585.ｶ 0245.ｶ 0309. 

ｻ 0231.ｻ 0309.ｻ 0585.ﾀ 0245.ﾀ 0377. 

医薬品原料 ..................................................... ｻ 0309.ｻ 0327. 

ｻ 0477.ｻ 0647.ﾀ 0477.ﾀ 0647. 

医薬品製造関連機械 ........................... ｶ 0500.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

医薬部外品 ..................................................... ｱ 0585.ｱ 0592. 

医薬用酵素剤 .................................................. ｱ 0054.ｶ 0054. 

医療機器                   ｱ 0076.ｱ 0140.ｱ 0143. 

ｱ 0169.ｱ 0297.ｱ 0309.ｱ 0535.ｱ 0562. 

ｱ 0714.ｱ 0742.ｱ 0758.ｱ 0885.ｶ 0140. 

ｶ 0231.ｶ 0297.ｶ 0377.ｶ 0535.ｶ 0562. 

ｶ 0682.ｶ 0742.ｶ 0758.ｻ 0016.ｻ 0169. 

ｻ 0309.ｻ 0377.ｻ 0535.ｻ 0562.ｻ 0678. 

ｻ 0714.ｻ 0872.ﾀ 0016.ﾀ 0302.ﾀ 0678. 

医療機器・用品 .............................................. ｻ 0678.ﾀ 0678. 

医療器具 ............................................. ｱ 0535.ｱ 0885.ｻ 0377. 

医療診断用機器 .................................. ｱ 0758.ｶ 0758.ｻ 0169. 

衣類（皮革製） ......................................................... ﾀ 0439. 

衣料品 ............................................................. ｱ 0235.ｱ 0407. 

ｻ 0111.ｻ 0235.ｻ 0407.ｻ 0652.ﾀ 0652. 

医療用品                          ｱ 0057.ｱ 0073.ｱ 0143. 

ｱ 0253.ｱ 0309.ｱ 0585.ｱ 0592.ｱ 0682. 

ｱ 0872.ｶ 0073.ｶ 0143.ｶ 0245.ｶ 0253. 

ｶ 0309.ｶ 0849.ｶ 0872.ｻ 0073.ｻ 0143. 

ｻ 0231.ｻ 0309.ｻ 0327.ｻ 0379.ｻ 0477. 

ｻ 0585.ｻ 0647.ｻ 0837.ｻ 0872.ﾀ 0245. 

ﾀ 0377.ﾀ 0379.ﾀ 0477.ﾀ 0647.ﾀ 0849. 

医療用マスク ............................................................. ｻ 0702. 

衣類         ｱ 0235.ｱ 0407.ｶ 0557.ｶ 0595.ｻ 0068. 

ｻ 0111.ｻ 0235.ｻ 0236.ｻ 0319.ｻ 0407. 

ｻ0557.ｻ0595.ｻ0634.ｻ0652.ｻ0819. 

ﾀ0557.ﾀ0595.ﾀ0634.ﾀ0652.ﾀ0819. 

衣類及び衣類小物                 ｱ 0068. 

ｱ0098.ｱ0105.ｱ0157.ｱ0185.ｱ0235. 

ｱ0275.ｱ0289.ｱ0336.ｱ0337.ｱ0404. 

ｱ0407.ｱ0452.ｱ0474.ｱ0586.ｱ0667. 

ｱ0822.ｱ0841.ｱ0900.ｱ0904.ｶ0143. 

ｶ0260.ｶ0381.ｶ0404.ｶ0452.ｶ0453. 

ｶ0557.ｶ0586.ｶ0595.ｶ0756.ｶ0822. 

ｶ0841.ｶ0848.ｶ0859.ｶ0877.ｶ0900. 

ｶ 0904.ｻ 0018.ｻ 0068.ｻ 0098.ｻ 0111. 

ｻ 0117.ｻ 0157.ｻ0174.ｻ 0185.ｻ0192. 

ｻ0225.ｻ0230.ｻ0231.ｻ0235.ｻ0236. 

ｻ0259.ｻ0260.ｻ0275.ｻ0289.ｻ0293. 

ｻ0313.ｻ0319.ｻ0336.ｻ0337.ｻ0404. 

ｻ0407.ｻ0439.ｻ0451.ｻ0452.ｻ0453. 

ｻ0468.ｻ0474.ｻ0490.ｻ0503.ｻ0523. 

ｻ0557.ｻ0567.ｻ0595.ｻ0634.ｻ0652. 

ｻ0667.ｻ0675.ｻ0682.ｻ0723.ｻ0756. 

ｻ0780.ｻ0819.ｻ0822.ｻ0848.ｻ0850. 

ｻ0904.ﾀ0018.ﾀ0077.ﾀ0192.ﾀ0230. 

ﾀ0236.ﾀ0260.ﾀ0313.ﾀ0381.ﾀ0439. 

ﾀ0453.ﾀ0468.ﾀ0503.ﾀ0557.ﾀ0561. 

ﾀ0595.ﾀ0634.ﾀ0652.ﾀ0675.ﾀ0723. 

ﾀ0756.ﾀ0780.ﾀ0819.ﾀ0850.ﾀ0898. 

衣類小物 ............................................. ｶ 0557.ｶ 0756.ｶ 0859. 

ｻ 0557.ｻ 0723.ﾀ 0557.ﾀ 0723. 

鰯（調整済） ............................................................. ｻ 0183. 

印鑑用ケース .................................................. ｱ 0269.ｻ 0269. 

インキ ｱ 0661.ｱ 0871.ｶ 0224. 

ｶ 0498.ｶ 0821.ｶ 0871.ｻ 0382.ｻ 0871. 

インク浸透式印鑑 ........................................... ｱ 0328.ｱ 0871. 

インク浸透式スタンプ ....................... ｱ 0328.ｱ 0871.ｶ 0871. 

印刷関連機器 .................................................. ｶ 0253.ｶ 0414. 

印刷機械 .......... ｱ 0382.ｶ 0253.ｶ 0382.ｶ 0414.ｻ 0382.ﾀ 0807. 

印刷機械部品 ............................................................. ｻ 0382. 

印刷処理薬品 ............................................................. ｱ 0618. 

印刷制御装置 .......................... ｱ 0554.ｶ 0500.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

印刷版洗浄液 ............................................................. ｶ 0618. 

印刷版用修正ペン ...................................................... ｶ 0618. 

印刷物                    ｱ 0459.ｱ 0609. 

ｱ0655.ｶ0065.ｶ0459.ｶ0498.ｶ0807. 

ｶ0897.ｻ0161.ｻ0299.ｻ0498.ｻ0544. 

ｻ0769.ﾀ0161.ﾀ0299.ﾀ0498.ﾀ0807. 

印刷用インキ ............................................................. ｶ 0821. 

印刷用紙 ......................................................... ｱ 0253.ｶ 0253. 

印刷用機材 ..................................................... ｱ 0382.ﾀ 0807. 

印刷用資材 ..................................................... ｶ 0253.ｶ 0618. 

ｶ 0807.ｻ 0618.ﾀ 0807. 

印字用資材 ......................................... ｱ 0871.ｶ 0871.ｻ 0253. 

飲食店業 .................................................................... ﾀ 0272. 

印、スタンプ .................................................. ｱ 0328.ｱ 0871. 

ｶ 0328.ｶ 0871.ｻ 0871. 

インダクタ用セラミックコア ............. ｱ 0695.ｶ 0695.ｻ 0695. 
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インダクタ用フェライトコア ............. ｱ 0695.ｶ 0695.ｻ 0695. 

インターネット関連機器 ........................................... ｱ 0773. 

インターフェースケーブル ....................................... ｻ 0522. 

インターホン .......................... ｱ 0024.ｶ 0024.ｶ 0564.ｻ 0024. 

インターホン関連機器 ............................................... ｶ 0024. 

インターホン部品 ...................................................... ｻ 0024. 

インタミシャフト ........................................... ｱ 0216.ｶ 0216. 

インテリア織物 ......................................................... ｻ 0652. 

インテリア雑貨 .............................................. ｱ 0396.ｶ 0396. 

インテリア用品                          ｱ 0392.ｱ 0396. 

ｶ 0381.ｶ 0396.ｻ 0049.ｻ 0072.ｻ 0087. 

ｻ 0212.ｻ 0334.ｻ 0381.ｻ 0392.ｻ 0398. 

ｻ 0461.ｻ 0652.ｻ 0678.ｻ 0848.ｻ 0850. 

ﾀ 0072.ﾀ 0108.ﾀ 0212.ﾀ 0334.ﾀ 0367. 

ﾀ 0381.ﾀ 0398.ﾀ 0461.ﾀ 0468.ﾀ 0476. 

ﾀ 0649.ﾀ 0652.ﾀ 0678.ﾀ 0848.ﾀ 0850. 

インテリア用組紐 ........................................... ｱ 0508.ｻ 0508. 

インパクトレンチ ............................... ｶ 0689.ｻ 0689.ﾀ 0689. 

飲料                                 ｱ 0171. 

ｱ 0197.ｱ 0219.ｱ 0256.ｱ 0391.ｶ 0197. 

ｶ 0219.ｶ 0391.ｶ 0636.ｶ 0744.ｻ 0088. 

ｻ 0179.ｻ 0197.ｻ 0405.ｻ 0636.ｻ 0742. 

ｻ 0880.ﾀ 0088.ﾀ 0405.ﾀ 0636.ﾀ 0880. 

飲料水設備 ..................................................... ｻ 0688.ﾀ 0688. 

飲料水生成機器 .............................................. ｱ 0516.ｶ 0516. 

 

ウ 
 

ウィンドブレーカー ....................................... ｻ 0192.ﾀ 0192. 

ウインドレギュレーター部品 .................................... ｻ 0346. 

ウエザストリップ（プラスチック製） ...................... ﾀ 0498. 

ウエハース ..................................................... ｱ 0462.ｶ 0462. 

ウォーターポンプ ................... ｱ 0196.ｱ 0433.ｶ 0196.ｶ 0433. 

浮き ................................................................ ｱ 0508.ﾀ 0028. 

ウクレレ ......................................................... ｶ 0748.ｻ 0748. 

雨水タンク ................................................................ ｻ 0232. 

薄板ばね .................................................................... ｶ 0542. 

うず巻ポンプ .................................................. ｱ 0196.ｶ 0196. 

薄膜太陽電池 .................................................. ｶ 0402.ｻ 0402. 

うずら卵 .................................................................... ｱ 0517. 

うずら卵（缶詰） ...................................................... ｻ 0517. 

宇宙飛行体関連機器 ....................................... ｻ 0341.ｻ 0589. 

宇宙飛行体部品 ......................................................... ｻ 0589. 

団扇 ........................................................................... ｱ 0364. 

ウッドデッキ（チーク材） ............................ ｻ 0721.ﾀ 0721. 

うどん ............................................................. ｱ 0221.ｶ 0221. 

鰻（生鮮） ..................................................... ｻ 0545.ﾀ 0545. 

馬毛 ........................................................................... ｻ 0174. 

梅酒 ........................................................................... ｱ 0197. 

羽毛原料 ............................................. ｻ 0174.ｻ 0487.ｻ 0591. 

羽毛製品 .................................................................... ｱ 0487. 

ウール                ｶ 0582.ｻ 0052.ｻ 0582. 

ｻ 0591.ｻ 0658.ｻ 0799.ﾀ 0052.ﾀ 0582. 

ウールセーター ......................................................... ｻ 0157. 

ウールトップ .................................................. ｻ 0052.ﾀ 0052. 

ウレタン ...................... ｱ 0350.ｱ 0765.ｶ 0099.ｶ 0317.ｻ 0350. 

ウレタンエラストマー用プレポリマー ...................... ｱ 0350. 

ウレタン系衝撃吸収材 ............................................... ｱ 0071. 

ウレタン樹脂発泡材料 ................................... ｱ 0350.ｶ 0350. 

ウレタン製品 ............................................................. ｱ 0765. 

ウレタン接着剤 .............................................. ｱ 0350.ｶ 0350. 

ウレタン離型剤 .............................................. ｱ 0486.ｶ 0486. 

ウレタンロープ .............................................. ｱ 0063.ｶ 0063. 

温州みかんエキス ...................................................... ｶ 0170. 

運動靴 .................................... ｻ 0139.ｻ 0699.ﾀ 0139.ﾀ 0699. 

運搬機器 ......................................................... ｱ 0362.ｶ 0638. 

雲母 .................................................... ｱ 0294.ｱ 0861.ｶ 0294. 

ｶ 0861.ｻ 0538.ｻ 0861.ﾀ 0628. 

雲母粉 ............................................................ ｱ 0861.ｶ 0861. 

 

エ 
 

エアー吸着マット ........................................... ｱ 0660.ｶ 0660. 

エアグラインダー ............................... ｶ 0689.ｻ 0689.ﾀ 0689. 

エア工具 ......................................................... ｱ 0876.ｶ 0094. 

ｶ 0876.ﾀ 0094.ﾀ 0700.ﾀ 0814. 

エアコンプレッサー .................................................. ｶ 0033. 

エアサンダー ............................................................. ﾀ 0689. 

エアシャワー .................................................. ｱ 0660.ｶ 0660. 

エアゾールスプレー製品 ................................ ｱ 0592.ﾀ 0498. 

エアモーター ...................................... ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

衛生材料 ......................................................... ｱ 0143.ｶ 0367. 

ｻ 0143.ｻ 0367.ﾀ 0367. 

衛生商品 ............................................. ｱ 0900.ｶ 0022.ｶ 0900. 

衛生陶器 .................................................................... ｻ 0363. 

衛星放送受信機 .............................................. ｱ 0773.ｶ 0773. 

衛生用品（金属製） .................................................. ｶ 0022. 

衛生用品（繊維）                  ｱ 0143.ｱ 0900.ｶ 0022. 

ｶ 0367.ｶ 0900.ｻ 0143.ｻ 0367.ﾀ 0367. 

映像機器 .................................................................... ｱ 0128. 

ｱ 0263.ｶ 0263.ｻ 0128.ｻ 0411. 

液晶 ........................................................................... ｶ 0522. 

液晶製造装置 ............................................................. ｶ 0893. 

液晶ディスプレイ（ＬＣＤ） .....................................ｻ 0411. 

液晶用ロボット部品 ...................................................ｱ 0115. 

エキゾーストマニホールド ....................................... ｱ 0726. 

液体調味料 ................................................................ ｱ 0879. 

液面センサー ............................................................. ｻ 0081. 

エクステリア用品 ｱ 0392.ｻ 0232. 

ｻ 0392.ﾀ 0212.ﾀ 0461.ﾀ 0464. 

エコバッグ ................................................................ ｱ 0058. 

エスカレーター .................................. ｱ 0813.ｶ 0813.ｻ 0813. 

ＳＣＭＯＳカメラ ...................................................... ｻ 0344. 

エチレン重合体 ......................................................... ｱ 0182. 

Ｘ線撮影台 ................................................................ ｱ 0169. 

Ｘ線造影樹脂糸 .............................................. ｱ 0742.ｶ 0742. 

Ｘ線フィルム観察器 .................................................. ｱ 0169. 

エッジプロテクター .................................................. ｻ 0781. 

ＡＴＦオイル ............................................................. ｻ 0852. 

干支人形（陶磁器製） ........... ｱ 0481.ｶ 0481.ｻ 0587.ﾀ 0587. 

ＮＣ工作機械 .................................................. ｱ 0152.ｶ 0152. 

ＮＣ旋盤 ......................................................... ｱ 0703.ｱ 0754. 

ｶ 0703.ｶ 0754.ﾀ 0094. 

ＮＣ専用機 ..................................................... ｱ 0754.ｶ 0754. 

ＮＣ装置 ......................................................... ｱ 0152.ｶ 0152. 

ＮＣインシュレーター切断機 .................................... ｱ 0184. 
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絵具 ........................................ ｶ 0626.ｶ 0807.ｻ 0807.ﾀ 0807. 

ＡＷＰ止めねじ ......................................................... ｱ 0061. 

海老煎餅 ......................................................... ｱ 0680.ｶ 0680. 

海老（冷凍） ...................................... ｻ 0183.ｻ 0545.ﾀ 0545. 

ＦＲＰ庭石 ................................................................ ｶ 0464. 

ＦＲＰ部品 ................................................................ ｱ 0440. 

ＦＡ製品 ......................................................... ｱ 0152.ｶ 0152. 

ＦＡ・メカトロニクス機器 ....................................... ｶ 0094. 

エフェクター ............................................................. ｶ 0748. 

ＦＰＣ用穿孔機 .............................................. ｱ 0876.ｶ 0876. 

エプロン                          ｱ 0289.ｱ 0336.ｻ 0293. 

ｻ 0336.ｻ 0503.ﾀ 0503. 

エポキシ接着剤 ......................................................... ｱ 0071. 

エメリーバフ ............................................................. ｱ 0154. 

ＬＥシート ................................................................ ｶ 0825. 

ＬＥＤ工事灯 ............................................................. ｱ 0549. 

ＬＥＤ照明器具 ........... ｱ 0796.ｻ 0022.ﾀ 0022.ﾀ 0402.ﾀ 0825. 

ＬＥＤソーラー灯 ...................................................... ｻ 0549. 

ＬＥＤバッテリー ...................................................... ｻ 0501. 

ＬＥＤランプ ............................................................. ｶ 0688. 

ＬＰＧレギュレータ ....................................... ｱ 0006.ｶ 0006. 

エレキギター ...................................... ｱ 0514.ｶ 0514.ｶ 0748. 

エレベーター ...................................... ｱ 0813.ｶ 0813.ｻ 0813. 

エレベータ用センサー ........................ ｱ 0554.ｶ 0554.ｻ 0554. 

絵蝋燭 ........................................................................ ｱ 0774. 

塩化ビニル製透明フィルム ....................................... ｻ 0580. 

園芸資材 .......... ｶ 0381.ｻ 0212.ｻ 0381.ｻ 0663.ﾀ 0381.ﾀ 0663. 

園芸用ケミカル ......................................................... ｻ 0837. 

園芸用品                          ｱ 0697.ｶ 0690.ｻ 0704. 

ｻ 0789.ｻ 0797. ｻ 0894.ﾀ 0789. 

エンジン .................................................................... ｱ 0570. 

ｶ 0158.ｶ 0161.ｶ 0734.ｶ 0897.ﾀ 0734. 

エンジンバルブ ......................................................... ｱ 0006. 

エンジン部品              ｱ 0006.ｱ 0039. 

ｱ 0738.ｱ 0766.ｱ 0770.ｶ 0006.ｶ 0039. 

ｶ 0428.ｶ 0734.ｻ 0039.ｻ 0770.ﾀ 0734. 

エンジンベアリング ....................................... ｱ 0428.ｶ 0428. 

遠赤外線セラミックヒーター .................................... ｶ 0860. 

鉛丹 ........................................................................... ﾀ 0200. 

円筒研削盤 ..................................................... ｱ 0261.ｶ 0261. 

鉛白 ........................................................................... ﾀ 0200. 

塩化ビニル系床材 ........................................... ｻ 0285.ﾀ 0285. 

塩化ビニル用接着剤 .................................................. ｱ 0350. 

 

オ 
 

オイスターソース ...................................................... ｶ 0256. 

オイルガード ............................................................. ﾀ 0688. 

オイルストーン .............................................. ｱ 0483.ｶ 0483. 

オイルテンパー線 ...................................................... ｻ 0857. 

オイルパーム材 ......................................................... ｻ 0672. 

オイルバーナー ......................................................... ｱ 0881. 

オイルフィルター ............................... ｱ 0433.ｶ 0433.ｻ 0400. 

オイルポンプ .......................... ｱ 0196.ｱ 0433.ｶ 0196.ｶ 0433. 

黄桃缶詰 .................................................................... ｻ 0517. 

ＯＡ機器筐体 ............................................................. ｻ 0224. 

ＯＡ機器 .................................................................... ｻ 0324. 

大麦きしめん ............................................................. ｱ 0576. 

大麦粉 ....................................................................... ｱ 0576. 

大麦シリアル ............................................................. ｱ 0576. 

オーガニックコットンベビーウエア .............. ｱ 0629.ｶ 0629. 

置物（陶磁器製） ................... ｱ 0481.ｱ 0787.ｶ 0481.ｶ 0787. 

屋外遊具 ......................................................... ｱ 0742.ｶ 0742. 

送りベルト ................................................................ ｻ 0055. 

押出成形機（ゴム・プラスチック用） ..................... ﾀ 0420. 

おしぼり .................................................................... ｻ 0340. 

押麦 ................................................................ ｱ 0576.ｶ 0576. 

おしり洗浄器・ビデ ....................................... ｶ 0402.ﾀ 0402. 

お茶缶 ............................................................ ｶ 0173.ﾀ 0173. 

汚泥減容装置 .................................................. ｱ 0708.ｶ 0708. 

汚泥浄化槽 ..................................................... ｱ 0708.ｶ 0708. 

オートバイ用タイヤ ........................... ｶ 0100.ｻ 0100.ﾀ 0100. 

オートマチック駆動部品 ........................................... ﾀ 0278. 

ＡＴ部品 .................................................................... ﾀ 0278. 

Ａ/Ｔ用ピストン ............................................. ｱ 0039.ｶ 0039. 

オートローダー .................................. ｶ 0420.ｻ 0420.ﾀ 0420. 

オーバーカレントリレー ........................................... ｱ 0869. 

帯鋼材（鉄） .................................................. ｶ 0857.ﾀ 0857. 

帯鋸盤（金属用） ........................................... ｶ 0887.ﾀ 0887. 

帯鋸盤（窯業用） ........................................... ｶ 0887.ﾀ 0887. 

オフィスアクセサリー ....................... ｱ 0530.ｶ 0530.ｻ 0530. 

オフィス家具 ............................................................. ﾀ 0004. 

織糸 ........................................................................... ｻ 0480. 

オリザギャバ .................................................. ｱ 0170.ｶ 0170. 

オリザセラミド .............................................. ｱ 0170.ｶ 0170. 

オリザポリアミン ...................................................... ｱ 0170. 

オリジナル商品 ......................................................... ｻ 0536. 

織ネーム ............................................. ｱ 0772.ｶ 0772.ｻ 0772. 

オリーブ油 ......................................... ｻ 0203.ｻ 0397.ﾀ 0397. 

織物 .................................................... ｱ 0667.ｶ 0859.ｻ 0667. 

繊維準備機械 .................................................. ｶ 0740.ﾀ 0740. 

オルガン ......................................................... ｻ 0519.ﾀ 0519. 

オルゴール ..................................................... ｻ 0519.ﾀ 0519. 

音楽記念品 ..................................................... ｱ 0536.ｶ 0536. 

音響機器 ......................................................... ｶ 0135.ｶ 0748. 

音響製品 .................................................................... ｻ 0202. 

音響測深機 ..................................................... ｱ 0758.ｶ 0758. 

温室資材 .................................................................... ｻ 0418. 

温度センサー ...................................... ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

温度調節弁 ..................................................... ｱ 0884.ｶ 0884. 

 

カ 
 

絵画 ................................................................ ｻ 0072.ﾀ 0072. 

介護用機器 ................................................................ ｶ 0231. 

介護用品 ......................................................... ｱ 0143.ｶ 0143. 

海産物 ............................................................ ｻ 0455.ｻ 0512. 

改ざん防止ラベル ........................................... ｱ 0385.ｻ 0385. 

碍子 ......................................... ｱ 0271.ｱ 0611.ｱ 0632.ｱ 0860. 

ｱ 0873.ｶ 0271.ｶ 0611.ｶ 0632. 

外装材（窯業製） ........................................... ｱ 0617.ｶ 0617. 

外装用タイル（陶磁器製） ....................................... ﾀ 0801. 

階段昇降用リフト ........................................... ｱ 0372.ｶ 0372. 

貝柱 ........................................................................... ｻ 0183. 

開閉器（スイッチ） ............... ｱ 0625.ｶ 0093.ｶ 0522.ｻ 0093. 

界面活性剤 ............................. ｱ 0465.ｶ 0203.ｶ 0465.ｻ 0548. 



- 7 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き     アカサタに続く４桁数字は ア 製造、 カ 輸出、 サ 輸入、 タ 卸・小売 の企業番号を表します。 

 

改良木材 ......................................................... ｱ 0424.ｻ 0110. 

ｻ 0463.ｻ 0793.ﾀ 0463. 

カウンター（計数機）                     ｱ 0019.ｶ 0019. 

 ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

カーエアコン用コンプレッサー ..................... ｱ 0570.ｶ 0570. 

カオリン ............................................. ｻ 0403.ｻ 0628.ﾀ 0628. 

カカオエキス .................................................. ｱ 0170.ｶ 0170. 

化学関連機器 ............................................................. ｱ 0691. 

科学機器 ......................................................... ｻ 0308.ﾀ 0308. 

化学工業薬品                      ｶ 0821.ｻ 0548.ｻ 0894. 

ﾀ 020 ﾀ 0283.ﾀ 0548.ﾀ 0821. 

化学繊維及び化学繊維織物     ｱ 0551.ｱ0586.ｶ0051.ｶ0586. 

ｶ0631.ｻ0030.ｻ0260.ｻ0841. 

化合繊織物 .................. ｱ 0586.ｶ 0586.ｶ 0631.ｻ 0030.ｻ 0841. 

化学繊維糸 ................................................................ ｻ 0260. 

化学繊維ロープ ......................................................... ｻ 0028. 

化学品              ｱ 0005.ｱ 0163.ｶ 0005.ｶ 0245. 

ｶ0308.ｶ0326.ｶ0430.ｶ0486.ｶ0539. 

ｶ0547.ｶ0705.ｶ0907.ｻ0005.ｻ0200. 

ｻ0245.ｻ0308.ｻ0326.ｻ0430.ｻ0465. 

ｻ0486.ｻ0543.ｻ0612.ｻ0626.ｻ0705. 

ｻ0821.ｻ0894.ﾀ0200.ﾀ0245.ﾀ0308. 

ﾀ0326.ﾀ0430.ﾀ0539.ﾀ0547.ﾀ0837. 

化学プラント .................................................. ｱ 0478.ｶ 0478. 

化学プロセス用塔槽類 .................................... ｱ 0126.ｶ 0126. 

鏡（ガラス製） .............................................. ｱ 0802.ｶ 0802. 

                           ｻ 0072.ｻ 0422.ｻ 0802.ﾀ 0072. 

鏡フレーム ................................................................ ｱ 0386. 

鍵 ................................. ｱ 0062.ｱ 0128.ｶ 0062.ｻ 0128.ﾀ 0671. 

家具                             ｱ 0046.ｱ 0065. 

ｱ0270.ｱ0457.ｱ0625.ｶ0341.ｶ0381. 

ｶ0409.ｶ0422.ｶ0625.ｻ0004.ｻ0046. 

ｻ0050.ｻ0065.ｻ0072.ｻ0087.ｻ0099. 

ｻ0103.ｻ0108.ｻ0225.ｻ0232.ｻ0270. 

ｻ0300.ｻ0398.ｻ0457.ｻ0503.ｻ0625. 

ｻ0787.ﾀ0004.ﾀ0050.ﾀ0072.ﾀ0103. 

ﾀ0106.ﾀ0108.ﾀ0300.ﾀ0381.ﾀ0398. 

角型電気コネクター .................................................. ﾀ 0427. 

各種スプリング ......................................................... ｱ 0673. 

カクテルシェーカー .................................................. ｶ 0882. 

額縁（木製） ............... ｱ 0386.ｱ 0418.ｻ 0386.ｻ 0418.ﾀ 0450. 

額縁（アルミ製） ........................................... ｱ 0418.ｻ 0418. 

額縁（樹脂製） .............................................. ｱ 0418.ｻ 0418. 

額縁（彫金付） ......................................................... ｱ 0802. 

額縁用材料 ................................................................ ｶ 0418. 

家具部品 ......................................................... ｻ 0004.ｻ 0065. 

家具用金物 ................................................................ ｻ 0065. 

家具用化粧紙 ............................................................. ｶ 0065. 

掛時計 ............................................................. ｻ 0805.ﾀ 0805. 

カゴ ................................................................ ｻ 0406.ﾀ 0406. 

加工                          ｱ 0061.ｱ 0262. 

ｱ0307.ｱ 0387.ｱ0390.ｱ0435.ｱ0454. 

ｱ0490.ｱ 0506.ｱ0534.ｱ0685.ｱ0713. 

ｱ0738.ｱ 0802.ｱ0846.ｱ0883.ｱ0906. 

ｶ0387.ｶ 0802.ｶ0883.ｶ0906.ｻ0758. 

花崗岩 ........................................................................ ｻ 0602. 

加工果実 .................................................................... ｻ 0171. 

加工食料品 ..................................................... ｻ 0430.ﾀ 0430. 

加工水産物 ......................................... ｱ 0692.ｶ 0692.ﾀ 0220. 

化合繊屑 .................................................................... ｶ 0051. 

加工でん粉 ................................................................ ｻ 0405. 

加工ナッツ ................................................................ ｻ 0455. 

加工農産物           ｱ 0012.ｱ 0171.ｱ 0190.ｱ 0210.ｱ 0455. 

ｱ 0532.ｱ 0779.ｱ 0838.ｶ 0012.ｶ 0210. 

ｶ 0779.ｶ 0886.ｻ 0171.ｻ 0256.ｻ 0455. 

ｻ 0744.ｻ 0786.ﾀ 0299.ﾀ 0395.ﾀ 0786. 

加工品 ....................................................................... ｻ 0758. 

加工野菜 ｱ 0012.ｱ 0210.ｱ 0455.ｱ 0532.ｶ 0012. 

ｶ 0210.ｻ 0171.ｻ 0786.ﾀ 0395 ﾀ 0786. 

篭・枝条細工物 .................................. ｱ 0584.ｱ 0722.ｶ 0120. 

ｶ 0463.ｶ 0464.ｶ 0907.ｻ 0103.ｻ 0120. 

ｻ 0145.ｻ 0406.ｻ 0456.ｻ 0463.ｻ 0464. 

ｻ 0476.ｻ 0722.ﾀ 0103.ﾀ 0120.ﾀ 0145. 

ﾀ 0406.ﾀ 0456.ﾀ 0463.ﾀ 0464.ﾀ 0476. 

篭（竹製） ............................. ｻ 0145.ｻ 0456.ﾀ 0145.ﾀ 0456. 

篭（藤製） ......................................... ｻ 0103.ｻ 0145.ﾀ 0145. 

カーエアコンプレッサー用特殊軸受 ......................... ｱ 0428. 

傘 ............................................................................... ｱ 0091. 

ｻ 0091.ｻ 0370.ｻ 0818.ﾀ 0370.ﾀ 0818. 

菓子                                 ｱ 0175. 

ｱ 0371.ｱ 0455.ｱ 0680.ｱ 0716.ｱ 0752. 

ｱ 0779.ｱ 0782.ｱ 0838.ｱ 0890.ｶ 0175. 

ｶ 0179.ｶ 0325.ｶ 0371.ｶ 0375.ｶ 0455. 

ｶ 0680.ｶ 0775.ｶ 0782.ｶ 0888.ｶ 0890. 

ｻ 0179.ｻ 0218.ｻ 0455.ｻ 0512.ｻ 0779. 

ｻ 0888.ﾀ 0179.ﾀ 0375.ﾀ 0775.ﾀ 0888. 

菓子原料 .................................................................... ｻ 0779. 

果実非破壊測定器 ...................................................... ｱ 0493. 

カシミヤ ............................................. ｻ 0052.ｻ 0799.ﾀ 0052. 

カシメ機 .................................................................... ｱ 0771. 

カジュアルウエア（子供用） ......................... ｻ 0230.ﾀ 0230. 

カジュアルウエア（紳士用） .................................... ｻ 0192. 

ｻ 0230.ﾀ 0192.ﾀ 0230. 

カジュアルウエア（婦人用） ............. ｻ 0192.ｻ 0230.ﾀ 0192. 

果汁 ........................................ ｱ 0171.ｱ 0779.ｶ 0779.ﾀ 0299. 

果汁ピューレ ............................................................. ｻ 0171. 

加水分解装置 ............................................................. ｻ 0352. 

ガス器具 .................................................................... ｻ 0321. 

ガスケット ..................................................... ｱ 0428.ｻ 0176. 

カスケードポンプ ........................................... ｱ 0196.ｶ 0196. 

ガス充填自動包装機 ....................................... ｱ 0394.ｶ 0394. 

ガス炊飯器 ................................................................ ｶ 0258. 

ガス栓 ............................................................ ｱ 0433.ｶ 0433. 

ガスバーナー                             ｱ 0611.ｱ 0612. 

ｱ 0881.ｶ 0611.ｶ 0612.ｻ 0611. 

ガスバルブ ................................................................ ｶ 0432. 

ガスフライヤー ......................................................... ｶ 0258. 

ガス分析計 ................................................................ ｱ 0127. 

ガスメーター .................................................. ｱ 0017.ｶ 0017. 

ガス湯沸器 ................................................................ ｱ 0835. 

ガス用機器 ..................................................... ｱ 0612.ｶ 0612. 

ガーゼ ............................................................ ｻ 0379.ﾀ 0379. 

カゼイネート ............................................................. ｻ 0812. 

化成品 ｱ 0182.ｶ 0150. 

                     ｶ 0847.ｻ 0150.ｻ 0847.ﾀ 0150.ﾀ 0499. 

カゼイン .................................................................... ｻ 0812. 
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河川浄化用紐状接触材 .................................... ｱ 0508.ｶ 0508. 

化繊ロック ................................................................ ｱ 0551. 

画像システム .................................................. ｱ 0263.ｶ 0263. 

画像処理検査機 ......................................................... ﾀ 0558. 

画像センサー .................................................. ｱ 0769.ｶ 0769. 

可塑剤 ........................................................................ ｻ 0350. 

刀 ............................................................................... ﾀ 0090. 

化炭羊毛 ......................................................... ｻ 0052.ﾀ 0052. 

家畜用飼料 ..................................................... ｱ 0163.ｻ 0163. 

家畜飼料用添加剤 ........................................... ｱ 0163.ｻ 0163. 

鵞鳥の羽毛 ................................................................ ｻ 0487. 

カツアーバ ................................................................ ﾀ 0296. 

楽器                                     ｱ 0354.ｱ 0514. 

ｱ0751.ｶ0136.ｶ0202.ｶ0231.ｶ0248. 

ｶ0514.ｶ0748.ｶ0749.ｻ0136.ｻ0202. 

ｻ0248.ｻ0514.ｻ0519.ｻ0748.ｻ0749. 

ﾀ0202.ﾀ0248.ﾀ0519.ﾀ0748.ﾀ0749. 

楽器アクセサリー ............................... ｶ 0248.ｶ 0748.ｻ 0748. 

楽器工具 .................................................................... ｶ 0749. 

楽器用部材 ......................................... ｻ 0248.ｻ 0514.ﾀ 0248. 

楽器付属品                  ｱ 0354.ｶ 0202.ｶ 0748.ｻ 0202.

ｻ 0749.ﾀ 0749. 

楽器部品 ......................................................... ｶ 0202.ｻ 0248. 

ｻ 0514.ﾀ 0248.ﾀ 0749. 

活性炭 ..................................... ｱ 0727.ｶ 0727.ｻ 0006.ｻ 0245. 

活性炭フィルター ...................................................... ｱ 0393. 

カッター ......................................................... ｱ 0217.ｻ 0217. 

カッティングマシン ........................... ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

安全器 ........................................................................ ﾀ 0427. 

カットソー ................................................................ ｻ 0313. 

カット野菜用鮮度保持フィルム ................................ ｱ 0741. 

カットワイヤー .............................................. ｱ 0553.ｶ 0553. 

割烹着（エプロン） ....................................... ｻ 0503.ﾀ 0503. 

家庭・衛生用紙製品 .................................................. ﾀ 0120. 

カーディガン ............................................................. ﾀ 0503. 

家庭用金属雑貨 ......................................................... ﾀ 0856. 

家庭用浄水器 .................................................. ｶ 0598.ﾀ 0598. 

家庭用電気機器        ｶ 0231.ｶ 0431.ｻ 0053.ｻ 0155. 

ｻ 0767.ｻ 0907.ﾀ 0053.ﾀ 0155.ﾀ 0431. 

家庭用刃物 ..................................................... ｱ 0217.ｻ 0217. 

家庭用品              ｱ 0624.ｱ 0846.ｶ 0334.ｶ 0363. 

ｶ 0383.ｶ 0624.ｶ 0894.ｻ 0072.ｻ 0225. 

ｻ 0383.ｻ 0702.ﾀ 0072.ﾀ 0485.ﾀ 0702. 

家庭用品雑貨（陶磁器製） ....................................... ｶ 0383. 

家庭用品（プラスチック製） ......................... ｱ 0656.ｶ 0656. 

家庭用ホース ............................................................. ｱ 0306. 

家庭用ミシン ...................................... ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

家庭用ミシン部品 ........................................... ｶ 0729.ｻ 0729. 

カテーテル ......................................... ｱ 0535.ｶ 0535.ｻ 0535. 

カーテン                          ｶ 0285.ｶ 0557.ｻ 0285. 

ｻ 0557.ﾀ 0285.ﾀ 0557.ﾀ 0649. 

カーテンアクセサリー ............................................... ｻ 0285. 

ガーデンオーナメント ............................................... ｻ 0232. 

カーテン生地 .................................................. ｻ 0438.ﾀ 0438. 

ガーデンプール ......................................................... ｻ 0232. 

家電製品用ゴム部品 .................................................. ﾀ 0239. 

家電製品用プラスチック部品 ......................... ｱ 0182.ﾀ 0239. 

ガーデンライト ......................................................... ｻ 0232. 

カード給綿装置 .............................................. ｱ 0425.ｶ 0425. 

カードスタンド .............................................. ｻ 0513.ﾀ 0513. 

カートリッジフィルター .................... ｱ 0393.ｻ 0295.ｻ 0393. 

金型        ｱ 0074.ｱ 0075.ｱ 0146.ｱ 0162.ｱ 0165. 

ｱ0180.ｱ0234.ｱ0249.ｱ0254.ｱ0262. 

ｱ0279.ｱ0287.ｱ0292.ｱ0358.ｱ0423. 

ｱ0428.ｱ0429.ｱ0444.ｱ0446.ｱ0467. 

ｱ0492.ｱ0501.ｱ0502.ｱ0504.ｱ0529. 

ｱ0543.ｱ0570.ｱ0573.ｱ0590.ｱ0597. 

ｱ0601.ｱ0643.ｱ0648.ｱ0726.ｱ0759. 

ｱ0762.ｱ0764.ｱ0769.ｱ0806.ｱ0815. 

ｱ0830.ｱ0833.ｱ0891.ｶ0074.ｶ0099. 

ｶ0138.ｶ0162.ｶ0180.ｶ0234.ｶ0239. 

ｶ0249.ｶ0279.ｶ0287.ｶ0292.ｶ0423. 

ｶ0429.ｶ0441.ｶ0444.ｶ0446.ｶ0492.  

ｶ0502.ｶ0504.ｶ0558.ｶ0572.ｶ0590. 

ｶ0597.ｶ0601.ｶ0648.ｶ0654.ｶ0684. 

ｶ0719.ｶ0726.ｶ0762.ｶ0769.ｶ0806. 

ｶ0815.ｶ0830.ｶ0833.ｶ0857.ｻ0097. 

ｻ0138.ｻ0162.ｻ0249.ｻ0254.ｻ0279. 

ｻ0287.ｻ0446.ｻ0467.ｻ0492.ｻ0501. 

ｻ0502.ｻ0504.ｻ0597.ｻ0619.ｻ0624. 

ｻ0684.ｻ0694.ｻ0719.ｻ0762.ｻ0769. 

ｻ0833.ﾀ0138.ﾀ0427.ﾀ0654.ﾀ0857. 

金型温度調節機 .............................................. ｱ 0590.ｶ 0590. 

金型関連機器 ............... ｱ 0074.ｱ 0830.ｶ 0572.ｶ 0830.ｻ 0162. 

金型修理・メンテナンス ........................................... ｶ 0906. 

金型部品                                 ｱ 0075.ｱ 0601. 

ｱ 0830.ｱ 0833.ｶ 0138.ｶ 0601.ｶ 0719. 

ｶ 0830.ｶ 0833.ｻ 0138.ｻ 0249.ｻ0492. 

ｻ 0502.ｻ 0719.ｻ 0833.ﾀ 0138.ﾀ0427. 

金型用材料 ......................................... ｱ 0358.ｶ 0138.ｻ 0138. 

金具                 ｱ 0031.ｱ 0061.ｱ 0130.ｱ 0365.ｱ 0378. 

ｱ0428.ｱ0473.ｱ0836.ｶ0021.ｶ0031. 

ｶ0061.ｶ0063.ｶ0164.ｶ0332.ｶ0365. 

ｶ0418.ｶ0428.ｶ0572.ｶ0669.ｶ0836. 

ｶ0856.ｻ0031.ｻ0061.ｻ0063.ｻ0295. 

ｻ0332.ｻ0390.ｻ0632.ｻ0648.ｻ0705. 

ｻ0856.ﾀ0332.ﾀ0669.ﾀ0814.ﾀ0856. 

金物 ........................................................................... ｱ 0128. 

蟹（生鮮） ................................................................ ｻ 0670. 

蟹（冷凍） ................................................................ ｻ 0272. 

カーネーションの苗 ........................... ｶ 0718.ｻ 0718.ﾀ 0718. 

加熱機器 ......................................................... ｱ 0023.ｶ 0023. 

                                 ｶ 0500.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

ガーネットサンド ........................................... ｻ 0122.ﾀ 0122. 

カバースイッチ ......................................................... ｶ 0195. 

ガバナスイッチ ......................................................... ｱ 0869. 

蒲焼きのタレ .................................................. ｱ 0879.ｶ 0879. 

カバレージ測定器 ........................................... ｱ 0553.ｶ 0553. 

鞄類（プラスチック製） ................................ ｻ 0288.ﾀ 0288. 

鞄類                        ｻ0139.ｻ0230.ｻ0319.ｻ0595. 

ｻ0777.ｻ0819.ﾀ0319.ﾀ0777.ﾀ0819. 

鞄類（皮革製）                         ｱ 0494.ｶ 0288. 

ｻ 0139.ｻ 0230 ｻ0288 ｻ0319.ｻ0494.ｻ 0595. 

ｻ0777.ｻ0819.ﾀ0288.ﾀ0319.ﾀ0777.ﾀ0819. 

画筆 ........................................ ｶ 0807.ｻ 0736.ﾀ 0736.ﾀ 0807. 

花瓶（陶磁器製） ............................... ｶ 0020.ｶ 0212.ｶ 0795. 
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ｻ 0020.ｻ 0072.ｻ 0212.ﾀ 0020.ﾀ 0072. 

花瓶（ガラス製） ........................................... ｶ 0401.ｻ 0401. 

壁紙 .................................................... ｶ 0285.ｻ 0285.ﾀ 0285. 

カーペット ............................. ｻ 0285.ｻ 0649.ﾀ 0285.ﾀ 0649. 

カーペットタイル ........................................... ｻ 0285.ﾀ 0285. 

カーボンパウダー ...................................................... ｶ 0705. 

カーボンブラシ .................................. ｱ 0705.ｶ 0705.ｻ 0705. 

カーボンブラック ........................................... ｶ 0539.ﾀ 0539. 

カーボンブロック ........................................... ｶ 0705.ｻ 0705. 

紙・板紙及び同製品           ｱ 0078.ｱ 0253.ｱ 0364.ｱ 038 

ｱ0781.ｶ 0065.ｶ0120.ｶ0253.ｶ0285. 

ｶ0413.ｶ 0781.ｻ0026.ｻ0030.ｻ0120. 

ｻ0174.ｻ 0285.ｻ0364.ｻ0385.ｻ0459. 

ｻ0682.ｻ 0781.ﾀ0026.ﾀ0120.ﾀ0285. 

その他の紙及び板紙 ........................... ｶ 0781.ｻ 0459.ｻ 0781. 

紙・板紙加工機械              ｱ 0082.ｱ 0096.ｱ 0728. 

ｱ0791.ｶ 0082.ｶ0096.ｶ0728.ｶ0790. 

ｶ0791.ｻ 0082.ｻ0096.ｻ0728.ｻ0790. 

紙コップ ......................................................... ｶ 0120.ｻ 0120. 

その他の紙製品 .............................................. ｱ 0364.ｶ 0120. 

                                  ｻ 0120.ｻ 0364.ｻ 0682. 

紙製容器 ......................................................... ｱ 0078.ｱ 0781. 

                           ｻ 0026.ｻ 0120.ﾀ 0026.ﾀ 0120. 

かみそり及びその刃 .................................................. ｶ 0802. 

紙断裁機 ......................................................... ｱ 0096.ｶ 0096. 

紙断裁機部品 ............................................................. ｻ 0096. 

紙ナプキン ................................................................ ﾀ 0120. 

カムカム .................................................................... ﾀ 0296. 

ＣＡＭソフト ............................................................. ﾀ 0277. 

ガーメントプリンター .................................... ｱ 0728.ｶ 0728. 

貨物自動車                        ｱ 0495.ｶ 0158.ｶ 0495. 

                                  ｶ 0563.ｶ 0792.ﾀ 0814. 

蚊やり器（陶磁器製） ............................................... ｱ 0481. 

カラオケ周辺機器 ...................................................... ｶ 0123. 

カラギーナン ............................................................. ｻ 0647. 

ガラス板 ......................................................... ｻ 0194.ｻ 0422. 

ガラス製品                  ｱ 0010.ｱ 0078.ｱ 0194.ｱ 0401. 

ｶ 0010 ｶ 0078.ｶ 0106.ｶ 0194.ｶ 0198. 

ｶ0334.ｶ 0401.ｶ0422.ｻ0010.ｻ0072. 

ｻ0078.ｻ 0102.ｻ0198.ｻ0401.ｻ0422. 

ｻ0481.ｻ 0797.ﾀ0072.ﾀ0106.ﾀ0422. 

ガラスウールマット ....................................... ｱ 0635.ｶ 0635. 

ガラス用絵具 ...................................... ｶ 0807.ｻ 0807.ﾀ 0807. 

ガラス及び同製品                    ｱ 0010.ｱ 0078. 

ｱ 0148.ｱ 0194.ｱ0401.ｱ 0635.ｱ0796. 

ｱ 0802.ｶ 0010.ｶ 0078.ｶ 0106.ｶ0148. 

ｶ 0194.ｶ 0198.ｶ 0334.ｶ 0401.ｶ0422. 

ｶ 0635.ｶ 0802.ｻ 0010.ｻ 0072.ｻ0078. 

ｻ 0102.ｻ 0148.ｻ 0194.ｻ 0198.ｻ0401. 

ｻ 0422.ｻ 0481.ｻ 0635.ｻ 0797.ｻ0801. 

ｻ 0802.ﾀ 0072.ﾀ0106.ﾀ 0422.ﾀ0801. 

ガラス工芸品 ...................................... ｶ 0422.ｻ 0422.ﾀ 0422. 

ガラス製建築製品                        ｱ 0194.ｶ 0194. 

                           ｶ 0422.ｻ 0422.ｻ 0801.ﾀ 0801. 

ガラス製内装建材 ...................................................... ｱ 0194. 

ガラス繊維製品 .................................. ｱ 0635.ｶ 0635.ｻ 0635. 

ガラスタイル ............................................................. ｱ 0194. 

ｶ 0194.ｶ 0422.ｻ 0422.ｻ 0801.ﾀ 0801. 

ガラス瓶 .................................................................... ｱ 0078. 

ガラスブロック .............................................. ｶ 0422.ｻ 0422. 

ガラス容器 ................................................................ ｶ 0401. 

空手着 ....................................................................... ｱ 0060. 

ガラナ ....................................................................... ﾀ 0296. 

加硫促進剤（ゴム・プラスチック用）                ｶ 0527. 

ｶ 0539.ｻ 0527.ﾀ 0539. 

カールコード .................................................. ｱ 0475.ｻ 0475. 

ガルバ鋼線ワイヤーロープ ..........................  ｱ 0063.ｶ 0063. 

瓦                           ｱ 0119.ｱ 0189. 

ｱ0291.ｱ0357.ｶ0189.ｶ0246.ｶ0291. 

ｶ0357.ｶ0422.ｻ0189.ｻ0357.ﾀ0422. 

瓦自動積降しシステム .............................................. ｱ 0739. 

瓦製造プラント .............................................. ｱ 0448.ｶ 0448. 

簡易水門 ......................................................... ｱ 0489.ｶ 0489. 

カンカ ....................................................................... ｻ 0170. 

カンカエキス ............................................................. ｱ 0170. 

管楽器 ....................................................................... ｻ 0749. 

眼科用医療機器 .............................................. ｱ 0562.ｶ 0562. 

眼科用機器部品 ......................................................... ｻ 0562. 

管球製造機械 .................................................. ｱ 0321.ｶ 0321. 

環境関連機器                                 ｱ 0034. 

ｱ 0079.ｱ 0089.ｱ 0187.ｱ 0448.ｱ 0479. 

ｱ 0546.ｱ 0630.ｱ 0708.ｱ 0732.ｶ 0034. 

ｶ 0079.ｶ 0089.ｶ 0094.ｶ 0187.ｶ 0630. 

ｶ 0708.ｶ 0844.ｻ 0034.ｻ 0708.ﾀ 0083. 

ﾀ 0124.ﾀ 0317.ﾀ 0558.ﾀ 0814.ﾀ 0844. 

環境関連商品                                 ｶ 0654. 

ｻ 0430.ｻ 0654.ﾀ 0430.ﾀ 0654.ﾀ 0829. 

環境機器        ｱ 0187.ｱ 0546. 

               ｶ 0094.ｶ 0187.ｶ 0844.ﾀ 0083.ﾀ 0124.ﾀ 0844. 

環境修復資材 ............................................................. ｻ 0837. 

環境装置 ......................................................... ｱ 0089.ｶ 0089. 

環境廃棄物処理装置 ........................... ｱ 0352.ｶ 0352.ｻ 0352. 

環境保全機器 .................................................. ﾀ 0317.ﾀ 0814. 

玩具                           ｱ 0471.ｱ 0661.ｱ 0694. 

ｱ 0737.ｱ 0742.ｱ0875.ｶ0117.ｶ0207.ｶ 0661. 

ｶ0694.ｶ0875.ｻ0207.ｻ0225.ｻ0661.ｻ0671. 

ｻ0694.ｻ0737.ｻ0797.ｻ0875.ｻ0894.ｻ0899. 

ﾀ0207.ﾀ0395.ﾀ0406.ﾀ0671.ﾀ0797.ﾀ0899. 

玩具菓子 .................................................................... ｶ 0888. 

韓国食品 .................................................................... ﾀ 0395. 

韓国海苔 .................................................................... ｻ 0581. 

環式炭化水素 .................................................. ｻ 0350.ｻ 0459. 

監視制御装置 .................................................. ｱ 0491.ｱ 0554. 

監視装置 ......................................................... ｶ 0245.ﾀ 0245. 

環状コイル ................................................................ ｻ 0665. 

感震器 ........................................................................ｱ 0113. 

含水率計 .................................................................... ｻ 0664. 

乾燥機 ............................................................ ｱ 0495.ｱ 0767. 

ｶ 0495.ｻ 0767.ﾀ 0647. 

乾海苔 ....................................................................... ｱ 0581. 

乾燥野菜 ......................................................... ｻ 0001.ｻ 0210. 

缶詰食品 .................................................................... ｱ 0256. 

寒天 ................................................................ ｶ 0907.ｻ 0548. 

かんな盤 ......................................................... ｱ 0070.ｶ 0070. 

感熱紙用助剤 .................................................. ｱ 0486.ｶ 0486. 

漢方薬 ....................................................................... ｻ 0231. 
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漢方薬原料 ..................................................... ｻ 0477.ﾀ 0477. 

γーオリザノール ....................................................... ｶ 0170. 

乾麺 ........................................................................... ｶ 0221. 

観葉植物 .................................................................... ｶ 0704. 

管用継手 ................................. ｱ 0181.ｻ 0181.ｻ 0865.ﾀ 0865. 

管用継手（青銅製） ....................................... ｱ 0181.ｻ 0181. 

管用継手（鉄鋼製） ....................................... ｻ 0865.ﾀ 0865. 

顔料（窯業用） .............................................. ｱ 0107.ｶ 0107. 

甘露煮 ............................................................. ｱ 0692.ｶ 0692. 

 

キ 
 

ギアードモーター ........................................... ｱ 0623.ｶ 0623. 

キウイ種子 ................................................................ ｻ 0170. 

キウイ種子エキス ........................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

機械 ............................. ｱ 0006.ｱ 0009.ｱ 0023.ｱ 0034.ｱ 0035. 

ｱ 0038.ｱ 0039.ｱ 0040.ｱ 0042.ｱ 0048.ｱ 0055.ｱ 0067. 

ｱ 0070.ｱ 0074.ｱ 0075.ｱ 0076.ｱ 0079.ｱ 0082.ｱ 0089. 

ｱ 0096.ｱ 0115.ｱ 0126.ｱ 0129.ｱ 0130.ｱ 0131.ｱ 0134. 

ｱ 0142.ｱ 0146.ｱ 0152.ｱ 0159.ｱ 0162.ｱ 0165.ｱ 0166. 

ｱ 0178.ｱ 0180.ｱ 0181.ｱ 0184.ｱ 0187.ｱ 0191.ｱ 0196. 

ｱ 0208.ｱ 0213.ｱ 0216.ｱ 0217.ｱ 0222.ｱ 0223.ｱ 0234. 

ｱ 0238.ｱ 0241.ｱ 0249.ｱ 0253.ｱ 0254.ｱ 0257.ｱ 0261. 

ｱ 0262.ｱ 0263.ｱ 0264.ｱ 0266.ｱ 0273.ｱ 0279.ｱ 0280.

ｱ 0281.ｱ 0284.ｱ 0287.ｱ 0292.ｱ 0295.ｱ 0304.ｱ 0312.

ｱ 0316.ｱ 0318.ｱ 0321.ｱ 0335.ｱ 0348.ｱ 0351.ｱ 0352.

ｱ 0355.ｱ 0358.ｱ 0359.ｱ 0372.ｱ 0374.ｱ 0380.ｱ 0382.

ｱ 0384.ｱ 0393.ｱ 0394.ｱ 0412.ｱ 0421.ｱ 0423.ｱ 0425.

ｱ 0426.ｱ 0428.ｱ 0429.ｱ 0433.ｱ 0437.ｱ 0440.ｱ 0444.

ｱ 0446.ｱ 0448.ｱ 0449.ｱ 0467.ｱ 0475.ｱ 0478.ｱ 0479.

ｱ 0488.ｱ 0489.ｱ 0491.ｱ 0492.ｱ 0495.ｱ 0501.ｱ 0502.

ｱ 0504.ｱ 0507.ｱ 0508.ｱ 0510.ｱ 0516.ｱ 0521.ｱ 0524.

ｱ 0525.ｱ 0529.ｱ 0543.ｱ 0546.ｱ 0549.ｱ 0559.ｱ 0560.

ｱ 0565.ｱ 0566.ｱ 0570.ｱ 0573.ｱ 0574.ｱ 0579.ｱ 0583.

ｱ 0588.ｱ 0590.ｱ 0592.ｱ 0594.ｱ 0597.ｱ 0599.ｱ 0601.

ｱ 0603.ｱ 0611.ｱ 0612.ｱ 0620.ｱ 0622.ｱ 0623.ｱ 0630.

ｱ 0637.ｱ 0638.ｱ 0639.ｱ 0642.ｱ 0643.ｱ 0648.ｱ 0657.

ｱ 0660.ｱ 0662.ｱ 0664.ｱ 0668.ｱ 0679.ｱ 0681.ｱ 0691.

ｱ 0693.ｱ 0703.ｱ 0706.ｱ 0708.ｱ 0712.ｱ 0717.ｱ 0719.

ｱ 0726.ｱ 0728.ｱ 0729.ｱ 0732.ｱ 0733.ｱ 0738.ｱ 0739.

ｱ 0746.ｱ 0750.ｱ 0754.ｱ 0755.ｱ 0758.ｱ 0759.ｱ 0761.

ｱ 0762.ｱ 0763.ｱ 0764.ｱ 0766.ｱ 0767.ｱ 0769.ｱ 0770.

ｱ 0771.ｱ 0773.ｱ 0778.ｱ 0791.ｱ 0804.ｱ 0806.ｱ 0813.

ｱ 0815.ｱ 0817.ｱ 0830.ｱ 0833.ｱ 0834.ｱ 0835.ｱ 0839.

ｱ 0840.ｱ 0863.ｱ 0870.ｱ 0874.ｱ 0876.ｱ 0877.ｱ 0878.

ｱ 0881.ｱ 0884.ｱ 0891.ｱ 0892.ｱ 0903.ｱ 0905.ｶ 0002.

ｶ 0006.ｶ 0009.ｶ 0023.ｶ 0033.ｶ 0034.ｶ 0035.ｶ 0038.

ｶ 0039.ｶ 0040.ｶ 0042.ｶ 0048.ｶ 0055.ｶ 0067.ｶ 0070.

ｶ 0074.ｶ 0076.ｶ 0079.ｶ 0081.ｶ 0082.ｶ 0083.ｶ 0089.

ｶ 0094.ｶ 0096.ｶ 0099.ｶ 0117.ｶ 0118.ｶ 0120.ｶ 0122.

ｶ 0125.ｶ 0126.ｶ 0129.ｶ 0130.ｶ 0131.ｶ 0134.ｶ 0137.

ｶ 0138.ｶ 0142.ｶ 0146.ｶ 0150.ｶ 0152.ｶ 0158.ｶ 0159.

ｶ 0161.ｶ 0162.ｶ 0166.ｶ 0180.ｶ 0184.ｶ 0187.ｶ 0191.

ｶ 0196.ｶ 0213.ｶ 0214.ｶ 0217.ｶ 0229.ｶ 0231.ｶ 0234.

ｶ 0238.ｶ 0239.ｶ 0241.ｶ 0245.ｶ 0249.ｶ 0253.ｶ 0257.

ｶ 0258.ｶ 0261.ｶ 0262.ｶ 0263.ｶ 0273.ｶ 0277.ｶ 0278.

ｶ 0279.ｶ 0280.ｶ 0281.ｶ 0282.ｶ 0284.ｶ 0287.ｶ 0292.

ｶ 0295.ｶ 0304.ｶ 0308.ｶ 0312.ｶ 0315.ｶ 0318.ｶ 0321.

ｶ 0326.ｶ 0331.ｶ 0332.ｶ 0333.ｶ 0335.ｶ 0342.ｶ 0345.

ｶ 0348.ｶ 0351.ｶ 0352.ｶ 0355.ｶ 0358.ｶ 0359.ｶ 0372.

ｶ 0374.ｶ 0380.ｶ 0382.ｶ 0384.ｶ 0393.ｶ 0394.ｶ 0400.

ｶ 0402.ｶ 0412.ｶ 0414.ｶ 0416.ｶ 0420.ｶ 0421.ｶ 0423.

ｶ 0425.ｶ 0426.ｶ 0428.ｶ 0429.ｶ 0432.ｶ 0433.ｶ 0437.

ｶ 0438.ｶ 0441.ｶ 0442.ｶ 0444.ｶ 0445.ｶ 0446.ｶ 0449.

ｶ 0466.ｶ 0469.ｶ 0478.ｶ 0479.ｶ 0484.ｶ 0488.ｶ 0489.

ｶ 0490.ｶ 0492.ｶ 0493.ｶ 0495.ｶ 0500.ｶ 0502.ｶ 0504.

ｶ 0507.ｶ 0516.ｶ 0520.ｶ 0524.ｶ 0525.ｶ 0529.ｶ 0543.

ｶ 0547.ｶ 0550.ｶ 0558.ｶ 0563.ｶ 0564.ｶ 0565.ｶ 0566.

ｶ 0568.ｶ 0570.ｶ 0572.ｶ 0574.ｶ 0577.ｶ 0579.ｶ 0583.

ｶ 0588.ｶ 0590.ｶ 0593.ｶ 0597.ｶ 0598.ｶ 0599.ｶ 0600.

ｶ 0601.ｶ 0611.ｶ 0612.ｶ 0620.ｶ 0622.ｶ 0623.ｶ 0624.

ｶ 0630.ｶ 0632.ｶ 0633.ｶ 0637.ｶ 0638.ｶ 0639.ｶ 0640.

ｶ 0642.ｶ 0648.ｶ 0654.ｶ 0657.ｶ 0660.ｶ 0664.ｶ 0665.

ｶ 0668.ｶ 0679.ｶ 0683.ｶ 0684.ｶ 0686.ｶ 0688.ｶ 0689.

ｶ 0693.ｶ 0700.ｶ 0703.ｶ 0706.ｶ 0708.ｶ 0710.ｶ 0712.

ｶ 0717.ｶ 0719.ｶ 0726.ｶ 0728.ｶ 0729.ｶ 0731.ｶ 0732.

ｶ 0733.ｶ 0734.ｶ 0740.ｶ 0743.ｶ 0744.ｶ 0745.ｶ 0746.

ｶ 0754.ｶ 0755.ｶ 0757.ｶ 0758.ｶ 0761.ｶ 0762.ｶ 0766.

ｶ 0767.ｶ 0769.ｶ 0771.ｶ 0778.ｶ 0790.ｶ 0791.ｶ 0792.

ｶ 0804.ｶ 0806.ｶ 0809.ｶ 0813.ｶ 0814.ｶ 0815.ｶ 0817.

ｶ 0829.ｶ 0830.ｶ 0832.ｶ 0833.ｶ 0834.ｶ 0839.ｶ 0844.

ｶ 0851.ｶ 0852.ｶ 0853.ｶ 0857.ｶ 0862.ｶ 0864.ｶ 0870.

ｶ 0874.ｶ 0876.ｶ 0878.ｶ 0884.ｶ 0887.ｶ 0892.ｶ 0893.

ｶ 0897.ｶ 0901.ｶ 0902.ｶ 0903.ｶ 0905.ｶ 0908.ｻ 0002.

ｻ 0008.ｻ 0034.ｻ 0038.ｻ 0039.ｻ 0055.ｻ 0064.ｻ 0070.

ｻ 0076.ｻ 0079.ｻ 0081.ｻ 0082.ｻ 0096.ｻ 0097.ｻ 0111.

ｻ 0118.ｻ 0124.ｻ 0125.ｻ 0129.ｻ 0130.ｻ 0134.ｻ 0137.

ｻ 0138.ｻ 0141.ｻ 0150.ｻ 0152.ｻ 0156.ｻ 0162.ｻ 0176.

ｻ 0181.ｻ 0186.ｻ 0191.ｻ 0196.ｻ 0208.ｻ 0213.ｻ 0229.

ｻ 0232.ｻ 0241.ｻ 0242.ｻ 0245.ｻ 0249.ｻ 0254.ｻ 0255.

ｻ 0263.ｻ 0277.ｻ 0278.ｻ 0279.ｻ 0280.ｻ 0281.ｻ 0287.

ｻ 0295.ｻ 0305.ｻ 0306.ｻ 0307.ｻ 0308.ｻ 0315.ｻ 0318.

ｻ 0321.ｻ 0324.ｻ 0332.ｻ 0335.ｻ 0341.ｻ 0345.ｻ 0351.

ｻ 0352.ｻ 0358.ｻ 0372.ｻ 0380.ｻ 0382.ｻ 0384.ｻ 0393.

ｻ 0412.ｻ 0416.ｻ 0420.ｻ 0421.ｻ 0426.ｻ 0427.ｻ 0441.

ｻ 0442.ｻ 0445.ｻ 0446.ｻ 0448.ｻ 0458.ｻ 0466.ｻ 0467.

ｻ 0469.ｻ 0475.ｻ 0479.ｻ 0489.ｻ 0490.ｻ 0492.ｻ 0493.

ｻ 0500.ｻ 0501.ｻ 0502.ｻ 0504.ｻ 0507.ｻ 0521.ｻ 0525.

ｻ 0529.ｻ 0550.ｻ 0558.ｻ 0560.ｻ 0566.ｻ 0570.ｻ 0574.

ｻ 0590.ｻ 0597.ｻ 0600.ｻ 0603.ｻ 0606.ｻ 0611.ｻ 0619.

ｻ 0620.ｻ 0622.ｻ 0624.ｻ 0630.ｻ 0637.ｻ 0640.ｻ 0644.

ｻ 0645.ｻ 0664.ｻ 0668.ｻ 0679.ｻ 0684.ｻ 0688.ｻ 0689.

ｻ 0694.ｻ 0700.ｻ 0706.ｻ 0708.ｻ 0710.ｻ 0712.ｻ 0717.

ｻ 0719.ｻ 0726.ｻ 0728.ｻ 0729.ｻ 0732.ｻ 0733.ｻ 0744.

ｻ 0750.ｻ 0755.ｻ 0762.ｻ 0767.ｻ 0769.ｻ 0770.ｻ 0790.

ｻ 0792.ｻ 0809.ｻ 0813.ｻ 0820.ｻ 0829.ｻ 0830.ｻ 0832.

ｻ 0833.ｻ 0840.ｻ 0851.ｻ 0853.ｻ 0857.ｻ 0864.ｻ 0870.

ｻ 0874.ｻ 0880.ｻ 0884.ｻ 0892.ｻ 0893.ｻ 0901.ｻ 0903.

ｻ 0905.ﾀ 0002.ﾀ 0008.ﾀ 0033.ﾀ 0081.ﾀ 0083.ﾀ 0086.

ﾀ 0094.ﾀ 0111.ﾀ 0118.ﾀ 0120.ﾀ 0122.ﾀ 0124.ﾀ 0125.

ﾀ 0137.ﾀ 0138.ﾀ 0150. 

機械加工 .................................................................... ｱ 0738. 

機械加工部品 ........................... ｶ 0441.ｻ 0111.ｻ 0521.ｻ 0620. 

機械工具                          ｱ 0646.ｶ 0064. 

ｶ0314.ｶ0431.ｶ0646.ｻ0064.ﾀ0002.ﾀ0064. 

ﾀ 0094.ﾀ 0305.ﾀ 0356.ﾀ 0431.ﾀ 0552.ﾀ 0700．
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機械構造用鋼材 .............................................. ｱ 0014.ｶ 0014. 

機械装置 ................................. ｱ 0529.ｱ 0763.ｶ 0245.ｻ 0245. 

機械装置架台 ............................................................. ｱ 0763. 

機械部品                                  ｱ 0115. 

ｱ 0134.ｱ 0222.ｱ 0279.ｱ 0359.ｱ 0726.ｶ 0076.ｶ 0099. 

ｶ 0262.ｶ 0279.ｶ 0342.ｶ 0351.ｶ 0412.ｶ 0441.ｶ 0469. 

ｶ 0624.ｶ 0710.ｶ 0829.ｶ 0851.ｻ 0064.ｻ 0070.ｻ 0076. 

ｻ 0079.ｻ 0111.ｻ 0152.ｻ 0156.ｻ 0186.ｻ 0191.ｻ 0242. 

ｻ 0279.ｻ 0280.ｻ 0281.ｻ 0307.ｻ 0351.ｻ 0412.ｻ 0441. 

ｻ 0448.ｻ 0469.ｻ 0479.ｻ 0490.ｻ 0521.ｻ 0525.ｻ 0570. 

ｻ 0590.ｻ 0620.ｻ 0624.ｻ 0644.ｻ 0664.ｻ 0710.ｻ 0744. 

ｻ 0769.ｻ 0830.ｻ 0851.ｻ 0870.ｻ 0880.ｻ 0901.ｻ 0903. 

ﾀ 0156.ﾀ 0203.ﾀ 0441.ﾀ 0469.ﾀ 0688.ﾀ 0851.ﾀ 0880. 

機械用刃物     ｱ 0147.ｱ 0186.ｶ 0147. 

ｶ 0186.ｶ 0211.ｻ 0186.ｻ 0211.ｻ 0342.ｻ 0887.ﾀ 0211. 

機械用ブラシ ............................................................. ｶ 0312. 

機器内配線用電線及び部品 ....................................... ｶ 0600. 

貴金属製品 ................................................................ ｻ 0580. 

貴金属 ............................................................. ｱ 0259.ｻ 0231. 

貴金属用ケース .................................. ｱ 0269.ｱ 0494.ｻ 0269. 

菊（切り花） ............................................................. ｻ 0395. 

菊の花エキス ............................................................. ｱ 0170. 

機構部品 ............................................. ｶ 0605.ｻ 0758.ﾀ 0605. 

きしめん ......................................................... ｱ 0221.ｶ 0221. 

化粧品 ............................................................. ｱ 0592.ｱ 0724. 

ｶ 0018.ｶ 0701.ﾀ 0018.ﾀ 0701. 

基礎医学研究機器 ...................................................... ﾀ 0344. 

ギター ..................................... ｶ 0136.ｶ 0749.ｻ 0748.ｻ 0749. 

ギターアンプ ............................................................. ｶ 0748. 

気体加熱用ヒーター ....................................... ｱ 0760.ｶ 0760. 

ギター部品 ..................................................... ｶ 0749.ｻ 0514. 

キーチェーン ............................................................. ﾀ 0671. 

希土類 ........................................................................ ｻ 0543. 

絹雲母 ................................................. ｱ 0294.ｶ 0294.ﾀ 0628. 

絹及び絹製品 ...................................... ｻ 0117.ｻ 0678.ﾀ 0678. 

絹織物 ........................................................................ ｻ 0117. 

機能性食品素材 .................................. ｶ 0647.ｻ 0647.ﾀ 0647. 

機能性フィルム加工 .................................................. ｱ 0387. 

基板                         ｱ 0101.ｶ 0093. 

ｻ 0093.ｻ 0101.ｻ 0411.ｻ 0475.ｻ 0522. 

ｻ 0688.ｻ 0869.ﾀ 0498.ﾀ 0688.ﾀ0825. 

基板材料 .................................................................... ﾀ 0825. 

ギフト用品                 ｱ 0536.ｱ 0866.ｶ 0334.ｶ 0383. 

ｶ 0536.ｶ 0587.ｶ 0866.ｻ 0072.ｻ 0080.ｻ 0225. 

ｻ 0248.ｻ 0334.ｻ 0383.ｻ 0536.ｻ 0587.ｻ 0671. 

ｻ 0749.ｻ 0818.ｻ 0866.ｻ 0907.ﾀ 0072.ﾀ 0080. 

ﾀ 0334.ﾀ 0587.ﾀ 0671.ﾀ 0749.ﾀ 0818.ﾀ 0907. 

ギフトラッピングリボン ................................ ｱ 0030.ｶ 0030. 

木舟 ........................................................................... ｻ 0120. 

キーホルダー .......................... ｱ 0802.ｶ 0802.ｻ 0513.ﾀ 0513. 

気密テープ ................................................................ ｻ 0110. 

キムチ ........................................................................ ﾀ 0395. 

着物 ................................................................ ｶ 0289.ﾀ 0652. 

逆止弁 ........................................................................ ｻ 0645. 

キャッツクロー ......................................................... ﾀ 0296. 

キャットフード .............................................. ｻ 0843.ﾀ 0843. 

ＣＡＤソフト ............................................................. ﾀ 0277. 

ＣＡＤプログラム ....................................................... ﾀ 0111. 

キャニスター .................................................. ｱ 0006.ｱ 0726. 

キャニスター部品 ...................................................... ｶ 0006. 

キャビネット .......................... ｱ 0625.ｶ 0625.ｻ 0457.ｻ 0625. 

キャミソール .................................................. ｱ 0474.ｻ 0474. 

キャラメルペースト .................................................. ｻ 0218. 

キャンディ                              ｱ 0175.ｱ 0779. 

ｱ 0838.ｱ 0890.ｶ 0175.ｶ 0890.ｻ 0779. 

キャンドルスタンド（ガラス製） ............................. ｶ 0401. 

救急資機材 ..................................................... ｶ 0849.ﾀ 0849. 

給食用食器 ................................................................ ｱ 0338. 

急須 ........................................................................... ｶ 0795. 

吸水性樹脂 ................................................................ ｻ 0837. 

給水栓 ............................................................ ｱ 0181.ｻ 0181. 

給袋自動包装機 .............................................. ｱ 0394.ｶ 0394. 

胡瓜（塩蔵） .................................................. ｻ 0210.ｻ 0532. 

強化ガラス蓋 .................................................. ｱ 0194.ｶ 0194. 

強化プラスチック ........................................... ｱ 0440.ｶ 0464. 

凝縮コルク ................................................................ ｻ 0285. 

強度測定器 ................................................................ ｻ 0332. 

業務用厨房機器 ...................... ｱ 0023.ｱ 0258.ｶ 0023.ｶ 0690. 

橋梁及び鉄骨 ............................................................. ｱ 0638. 

漁業用羽毛 ................................................................ ｱ 0487. 

漁業用ロープ ...................................... ｱ 0508.ｶ 0508.ｻ 0508. 

玉石 ........................................................................... ｻ 0628. 

魚群探知機 ............................. ｱ 0374.ｱ 0758.ｶ 0374.ｶ 0758. 

漁網 ........................................ ｱ 0209.ｱ 0575.ｶ 0209.ﾀ 0028. 

魚類 ................................................................ ｱ 0183.ｻ 0455. 

ｻ 0512.ｻ 0545.ﾀ 0545. 

切り花 ....................................................................... ｻ 0395. 

記録紙 ............................................................ ｱ 0253.ｶ 0253. 

キーロック ..................................................... ｱ 0537.ｶ 0537. 

金液 ................................................................ ｱ 0609.ｶ 0609. 

                                  ｶ 0807.ｻ 0807.ﾀ 0807. 

金属製品              ｱ 0128.ｱ 0233.ｱ 0657.ｶ 0173. 

ｶ 0198.ｶ0657.ｶ 0690.ｶ 0882.ｻ0032.ｻ0144. 

ｻ 0242.ｻ0524.ﾀ 0173.ﾀ 0376.ﾀ0430.ﾀ0856. 

金属加工機械 .................................................. ｱ 0055.ｶ 0055. 

金属加工製品                ｱ 0473.ｱ 0524.ｶ 0430.ｻ 0022. 

ｻ 0117.ｻ 0147.ｻ 0239.ﾀ 0022. 

金属加工部品          ｱ 0042.ｱ 0075.ｱ 0097.ｱ 0142.ｱ 0146. 

ｱ 0286.ｱ 0342.ｱ 0390.ｱ 0473.ｱ 0491.ｱ 0541. 

ｱ 0572.ｱ 0593.ｱ 0624.ｱ 0655.ｱ 0713.ｱ 0806. 

ｱ 0831.ｶ 0042.ｶ 0146.ｶ 0281.ｶ 0390.ｶ 0473. 

ｶ 0572.ｶ 0616.ｶ 0619.ｶ 0713.ｶ 0763.ｶ 0806. 

ｻ 0146.ｻ 0191.ｻ 0282.ｻ 0363.ｻ 0417.ｻ 0430. 

ｻ 0432.ｻ 0473.ｻ 0494.ｻ 0593.ｻ 0616.ｻ 0743. 

ｻ 0771.ｻ 0806.ｻ 0814.ｻ 0857.ﾀ 0430.ﾀ 0669. 

金属加工用機械刃物 ........................... ｱ 0147.ｶ 0147.ｻ 0887. 

金属材料 ...................... ｶ 0097.ｶ 0624.ｶ 0847.ｻ 0126.ｻ 0847. 

金属食器 ......................................................... ｱ 0657.ｶ 0657. 

金属スクラップ .................................. ｶ 0443.ｻ 0097.ｻ 0443. 

金属製家具 ................................................................ ﾀ 0004. 

金属製建具 ................................................................ ｻ 0538. 

金属切削品 ................................................................ ｱ 0142. 

金属熱処理加工 .............................................. ｱ 0307.ｱ 0685. 

金属の鍍金加工 ......................................................... ｱ 0506. 

金属半加工素材 ......................................................... ｻ 0191. 

金属表面処理加工 ............................... ｱ 0490.ｱ 0906.ｶ 0906. 
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金属プレス加工部品                             ｱ 0572. 

ｱ 0624.ｱ 0831.ｶ 0572.ｻ 0146.ｻ 0494. 

金属プレス金型 .............................................. ｻ 0501.ｻ 0624. 

金属模型 ......................................................... ｱ 0694.ｶ 0694. 

金属洋食器 ................................................................ ｶ 0690. 

金属粒子                                 ｱ0003. 

ｱ0089.ｱ 0358.ｱ0553.ｶ0003.ｶ0089. 

ｶ 0358.ｶ 0553.ｻ 0003.ｻ 0089.ｻ0857. 

銀杏 ........................................................................... ｱ 0517. 

金箔シャインホイル .................................................. ｻ 0580. 

 

ク 
 

杭 ........................................................ ｻ 0456.ﾀ 0456.ﾀ 0464. 

杭打機 ..................................... ｱ 0437.ｱ 0638.ｶ 0437.ｶ 0638. 

空圧機器          ｱ 0321.ｱ 0566.ｱ 0693.ｶ 0321.ｶ 0566. 

ｶ 0693.ｶ 0743.ｶ 0829.ｶ 0844.ｻ 0321.ｻ 0427. 

ｻ 0645.ﾀ 0083.ﾀ 0743.ﾀ 0814.ﾀ 0829.ﾀ 0844. 

空圧機器部品 ............................................................. ｻ 0566. 

空間光伝送装置 .................................. ｱ 0554.ｶ 0554.ｻ 0554. 

空調関連機材 ............................................................. ﾀ 0538. 

空調機器                     ｱ 0034.ｱ0574.ｱ0630.ｱ0681. 

ｱ 0719.ｱ 0732.ｶ 0034.ｶ 0574.ｶ 0732.ｻ 0034. 

ｻ 0630.ｻ 0640.ﾀ 0333.ﾀ 0427.ﾀ 0538.ﾀ 0829. 

空調設備部品製造機械 ............................................... ｻ 0688. 

釘 ............................................................................... ﾀ 0856. 

草刈機 ................................................. ｱ 0213.ｶ 0213.ｻ 0213. 

草花の種                          ｱ 0653.ｱ 0697.ｶ 0044. 

ｶ 0653.ｶ 0697.ｻ 0044.ｻ 0653.ｻ 0663. 

ｻ 0697.ｻ 0776.ﾀ 0044.ﾀ 0663.ﾀ 0776. 

孔雀の羽毛 ................................................................ ｻ 0487. 

靴 ................................. ｶ 0139.ｻ 0139.ｻ 0319.ﾀ 0139.ﾀ 0319. 

クッキー .................................................................... ｻ 0775. 

靴下類                                 ｱ 0275. 

ｱ 0474.ｻ 0174.ｻ 0275.ｻ 0293.ｻ 0474. 

ｻ 0523.ｻ 0723.ｻ 0780.ﾀ 0018.ﾀ 0780. 

クッション .................. ｻ 0050.ｻ 0406.ｻ 0468.ﾀ 0050.ﾀ 0406. 

屈折率計 ......................................................... ｶ 0332.ﾀ 0332. 

靴底洗浄機 ..................................................... ｱ 0660.ｶ 0660. 

靴べら（プラスチック製） ....................................... ｻ 0198. 

グミキャンディ ...................... ｱ 0175.ｱ 0371.ｶ 0175.ｶ 0371. 

組立家具 ......................................................... ｱ 0046.ｻ 0046. 

組立ゲージ ..................................................... ｱ 0526.ｶ 0526. 

組物に使用する植物性材料                ｶ 0464.ｻ 0456. 

ｻ 0463.ｻ 0464.ﾀ 0456.ﾀ 0463.ﾀ 0464. 

組物製品、かご・枝条細工物 ......................... ｻ 0456.ﾀ 0456. 

クーラーガス .................................................. ｻ 0563.ﾀ 0563. 

クラッシックギター .................................................. ｻ 0136. 

グラス（ガラス製） ....................................... ｱ 0010.ｶ 0010. 

クラッカー ................................................................ ｻ 0775. 

クラッシャー .................................................. ｱ 0507.ｶ 0507. 

クラフト紙・板紙 ............................... ｱ 0781.ｶ 0781.ｻ 0781. 

クーラント装置 ......................................................... ﾀ 0829. 

クーラント濾過装置 .................................................. ｱ 0316. 

クランピングスリーブ ........................ ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

クランプエレメント ....................................... ｱ 0280.ｶ 0280. 

クランプ治具 ............................................................. ｱ 0130. 

栗 ............................................ ｱ 0517.ｻ 0775.ｻ 0786.ﾀ 0786. 

クリアファイル ......................................................... ｻ 0459. 

グリス ............................................................ ｶ 0640.ｻ 0852. 

クリスタル絵蝋燭 ...................................................... ｱ 0774. 

クリスタルガラス製食器 ........................................... ｻ 0078. 

クリスタルワイングラス ........................................... ｻ 0401. 

クリスマスグッズ ........................................... ｱ 0875.ｻ 0875. 

クリスマス用品               ｱ 0030.ｶ 0080.ｻ 0030.

ｻ 0049.ｻ 0080.ﾀ 0080. 

クリール部品 .................................................. ｱ 0874.ｶ 0874. 

クリーン機器 ............................................................. ｶ 0630. 

クリーンフィルム ........................................... ｱ 0011.ｶ 0011. 

グリーンベニヤコンポーザー ......................... ｱ 0839.ｶ 0839. 

くるみ ....................................................................... ｻ 0170. 

クリーンルーム ......................................................... ｱ 0630. 

クレーン ............................................. ｶ 0345.ｶ 0437.ｶ 0563. 

クレーン車 ................................................................ ｶ 0345. 

黒生姜 ....................................................................... ｻ 0170. 

黒ショウガエキス ...................................................... ｱ 0170. 

クロスフローフィルター ........................................... ｻ 0295. 

クローラークレーン .................................................. ｶ 0437. 

燻製魚 ....................................................................... ﾀ 0220. 

軍足 ........................................................................... ｻ 0723. 

 

ケ 
 

経管・経腸栄養剤加温器 ................................ ｱ 0140.ｶ 0140. 

軽金属品 .................................................................... ﾀ 0430. 

蛍光表示管 ..................................................... ｱ 0657.ｶ 0657. 

珪砂 ................................................................ ｱ 0543.ｻ 0543. 

計算機 ....................................................................... ﾀ 0341. 

掲示板 ............................................................ ｱ 0114.ｶ 0114. 

傾斜スイッチ ..............................................................ｱ 0113. 

形状記憶合金 .................................................. ｶ 0885.ｻ 0885. 

軽焼マグネサイト ...................................................... ｻ 0403. 

珪藻土 ............................................................ ｻ 0538.ﾀ 0538. 

計測器                                   ｱ 0104.ｱ 0184. 

ｱ0253.ｱ0540.ｶ0101.ｶ0104.ｶ0253.ｶ0277. 

ｶ0332.ｶ0341.ｶ0540.ｶ0832.ｻ0104.ｻ0330. 

ｻ0332.ｻ0341.ｻ0832.ｻ0901.ﾀ0330.ﾀ0332. 

ﾀ0341.ﾀ0552.ﾀ0688.ﾀ0814.ﾀ0832.ﾀ0901. 

計測機器 ｶ 0332.ｶ 0832.ｻ 0330. 

ｻ 0332.ｻ 0832.ﾀ 0330.ﾀ 0332.ﾀ 0832. 

計測器用アクセサリー ....................... ｱ 0253.ｶ 0253.ｶ 0341. 

計測器用回転台 ......................................................... ｶ 0341. 

携帯電話機 ................................................................ ﾀ 0161. 

携帯電話用アクセサリー ........................................... ﾀ 0671. 

携帯電話用ケース（プラスチック製） .......... ｱ 0494.ｻ 0494. 

携帯電話用ケース（皮革製） ......................... ｱ 0494.ｻ 0494. 

時計用ケース ............................................................. ｱ 0269. 

継電機（リレー） .................... ｱ 0113.ｶ 0113.ｻ 0644.ﾀ 0644. 

毛糸                                  ｱ 0556.ｱ 0658. 

ｶ0567.ｶ0582.ｶ0591.ｶ0615.ｶ0658.ｻ0052. 

ｻ0260.ｻ0567.ｻ0582.ｻ0591.ｻ0615.ﾀ0052. 

鶏肉（生鮮） ............................................................. ﾀ 0310. 

鶏肉（冷凍） ...................................... ｶ 0310.ｻ 0310.ﾀ 0310. 

鶏肉（冷凍調整済） .................................................. ｻ 0310. 

警報器 ............................................................ ｱ 0113.ｶ 0564. 

鶏卵 ................................................................ ｶ 0740.ﾀ 0740. 
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鶏卵加工装置 .................................................. ｶ 0740.ﾀ 0740. 

計量器 ................................................. ｱ 0335.ｶ 0335.ｻ 0335. 

計量器用部品 .................................................. ｶ 0335.ｻ 0335. 

計量・計測器用ガラス .................................... ｱ 0148.ｻ 0148. 

計量混合機 ..................................................... ｱ 0590.ｶ 0590. 

毛織物                            ........... ｱ 0480.ｱ 0586. 

ｱ0615.ｶ0451.ｶ0480.ｶ0567.ｶ0586.ｶ0615. 

ｶ0631.ｻ0480.ｻ0567.ｻ0586.ｻ0615.ﾀ0631. 

毛皮及び同製品 ......................................................... ｶ 0731. 

毛皮屑 ........................................................................ ｶ 0731. 

毛皮スクラップ ......................................................... ｶ 0731. 

毛屑 ........................................................................... ｻ 0799. 

ゲージ ........................................................................ ｻ 0501. 

化粧関連用品 .......................... ｶ 0379.ｻ 0379.ｻ 0702.ﾀ 0379. 

化粧紙 ........................................................................ ｶ 0065. 

化粧品類  ........................................... ｱ 0259.ｱ 0585.ｱ 0592. 

        ｱ0651.ｱ0724.ｱ0753.ｶ0018.ｶ0331.ｶ0636. 

ｶ0651.ｶ0659.ｶ0701.ｶ0724.ｶ0753.ｻ0299. 

ｻ0477.ｻ0636.ｻ0678.ｻ0753.ｻ0765.ﾀ0018. 

ﾀ0477.ﾀ0636.ﾀ0647.ﾀ0659.ﾀ0678.ﾀ0701. 

化粧品原料 ......................................... ｻ 0477.ﾀ 0477.ﾀ 0647. 

化粧綿 ................................................. ｶ 0379.ｻ 0379.ﾀ 0379. 

化粧用ブラシ .................................................. ｻ 0736.ﾀ 0736. 

ケース（プラスチック製） ....................................... ｱ 0078. 

毛染剤 ................................................. ｱ 0753.ｶ 0753.ｻ 0753. 

毛染剤原料 ................................................................ ｻ 0753. 

ケータリングエプロン .................................... ｱ 0900.ｶ 0900. 

血圧計 ........................................................................ ｶ 0377. 

ケーブル（金属製）      ｱ 0063.ｱ 0475.ｶ 0063. 

ｻ 0346.ｻ 0475.ｻ 0522.ｻ 0538.ｻ 0673. 

ケーブルアッセンブリー ........................................... ｻ 0346. 

ケーブルチェーン ...................................................... ｱ 0224. 

ケミカルポンプ .............................................. ｻ 0445.ﾀ 0445. 

減圧弁 ............................................................. ｱ 0884.ｶ 0884. 

弦楽器                                   ｱ0514. 

ｶ0136.ｶ0248.ｶ0514.ｶ0748.ｶ0749.ｻ0136. 

ｻ0248.ｻ0514.ｻ0748.ｻ0749.ﾀ0248.ﾀ0749. 

研究用試薬 ......................................... ｱ 0073.ｶ 0073.ｻ 0073. 

健康関連機器                      ｶ 0386.ｶ 0515.ｻ 0406. 

ｻ 0649.ﾀ 0406.ﾀ 0515.ﾀ 0792. 

健康機器                    ｱ 0714.ｶ 0016.ｶ 0515. 

ｻ0016.ｻ0155.ｻ0302.ｻ0678.ｻ0714.ﾀ0016. 

ﾀ0155.ﾀ0230.ﾀ0302.ﾀ0515.ﾀ0533.ﾀ0678. 

健康機器・用品                          ｱ 0714.ｻ 0678. 

ｻ 0714.ﾀ 0230.ﾀ 0533.ﾀ 0678. 

健康器具 .................................................................... ｶ 0231. 

健康雑貨 ......................................................... ｶ 0702.ﾀ 0702. 

健康食品 ......................................................... ｱ 0581.ｱ 0651. 

ｶ 0651.ｻ 0395.ﾀ 0397.ﾀ 0477. 

建材             ｱ 0065.ｱ 0182.ｱ 0584.ｱ 0672.ｶ 0285. 

ｻ0022.ｻ0056.ｻ0087.ｻ0110.ｻ0150.ｻ0167. 

ｻ0314.ｻ0402.ｻ0424.ｻ0490.ｻ0604.ｻ0672. 

ｻ0721.ｻ0793.ﾀ0022.ﾀ0056.ﾀ0167.ﾀ0246. 

ﾀ0285.ﾀ0314.ﾀ0402.ﾀ0604.ﾀ0721.ﾀ0725. 

建材用ゴム製品 ......................................................... ｱ 0176. 

建材用プライマー ...................................................... ｱ 0350. 

検査機器              ｱ0263.ｱ0355.ｱ0358.ｱ0903.ｶ0355. 

ｶ0600.ｶ0903.ｻ0607.ﾀ0558.ﾀ0825. 

研削加工 .................................................................... ｱ 0307. 

研削・研磨機械             ｱ 0131.ｱ 0261.ｱ 0488.ｱ 0599. 

ｱ0839.ｶ0131.ｶ0261.ｶ0400.ｶ0488.ｶ0599. 

ｶ0689.ｶ0740.ｶ0839.ｻ0689.ﾀ0689.ﾀ0740. 

研削剤 ............................................................ ｱ 0650.ｶ 0650. 

研削砥石 ......................................................... ｱ 0657.ｶ 0657. 

検査治具 ............................................. ｶ 0500.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

原糸 ................................................................ ｶ 0095.ｻ 0095. 

ｻ 0290.ｻ 0586.ｻ 0676.ﾀ 0095. 

建設機械                                ｱ 0266. 

ｱ0284.ｱ0437.ｱ0761.ｱ0840.ｶ0214.ｶ0231. 

ｶ0284.ｶ0333.ｶ0437.ｶ0484.ｶ0563.ｶ0577. 

ｶ0792.ｶ0908.ﾀ0333.ﾀ0484.ﾀ0789.ﾀ0792. 

建設機械部品 .................................................. ｱ 0266.ｱ 0840. 

建設機械用タイヤ ...................................................... ｻ 0792. 

建設資材 ...................... ｶ 0177.ｻ 0177.ｻ 0430.ﾀ 0177.ﾀ 0430. 

減速機 ................................................ ｱ 0384.ｶ 0384.ｶ 0593. 

建築金物                          ｱ 0233.ｱ 0763.ｶ 0402. 

                     ｻ 0063.ｻ 0065.ｻ 0856.ﾀ 0402.ﾀ 0856. 

建築用機器 ..................................................... ｱ 0761.ｶ 0908. 

建築材料（窯業製） ............... ｱ 0531.ｱ 0617.ｶ 0617.ﾀ 0538. 

建築資材                             ｱ 0163.ｶ 0245. 

ｶ0422.ｶ0654.ｶ0908.ｻ0117.ｻ0231.ｻ0245. 

ｻ0463.ｻ0793.ｻ0908.ﾀ0150.ﾀ0203.ﾀ0245. 

ﾀ0283.ﾀ0443.ﾀ0463.ﾀ0654.ﾀ0793.ﾀ0908. 

建築省力機器 ............................................................. ﾀ 0789. 

建築内装部材 ............................................................. ｱ 0065. 

建築用金属及び樹脂 ....................................... ｱ 0785.ｻ 0785. 

建築用制御弁 .................................................. ｱ 0184.ｶ 0184. 

建築用石材 ................................................................ ﾀ 0151. 

建築用接着剤 ...................................... ｱ 0434.ｶ 0434.ｻ 0434. 

剣道着 ............................................................ ｱ 0060.ﾀ 0090. 

剣道具 ............................................................ ｱ 0060.ﾀ 0090. 

鍵盤楽器（ピアノを除く） ............................ ｻ 0519.ﾀ 0519. 

顕微鏡 ....................................................................... ﾀ 0344. 

顕微鏡関連機器 ......................................................... ﾀ 0344. 

原木 ........................................................................... ｻ 0793. 

玄米胚芽油 ................................................................ ｱ 0170. 

研磨機 ............................................................ ｶ 0740.ﾀ 0740. 

研磨原材料                        ｱ 0271.ｱ 0358. 

ｶ0154.ｶ0339.ｶ0654.ｻ0339.ｻ0654. 

ｻ0720.ﾀ0498.ﾀ0538.ﾀ0654.ﾀ0814. 

研磨工具 ............................................. ｶ 0689.ｻ 0689.ﾀ 0689. 

研磨剤 ................................................ ｶ 0154.ｶ 0339.ｻ 0339. 

研磨紙 ....................................................................... ﾀ 0700. 

研磨製品               ｱ 0154.ｱ 0339.ｱ 0657. 

ｱ0720.ｶ0154.ｶ0339.ｶ0657.ｶ0689.ｶ0720. 

ｻ0276.ｻ0339.ｻ0689.ｻ0720.ﾀ0689.ﾀ0700. 

研磨布紙 ......................................................... ｱ 0657.ｶ 0657. 

研磨ベルト ..................................................... ｱ 0154.ｻ 0339. 

研磨メディア ............................................................. ｱ 0358. 

研磨用バフ ............................. ｱ 0339.ｶ 0339.ｻ 0276.ｻ 0339. 

 

コ 
 

コアードワイヤーシステム ....................................... ｻ 0315. 

コイル ............................................................ ｱ 0389.ｶ 0389. 

                                  ｶ 0596.ｶ 0600.ｻ 0389. 
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コイルばね ......................................... ｱ 0251.ｶ 0251.ｶ 0542. 

高圧碍子 .................................................................... ｱ 0611. 

高圧ガス ......................................................... ﾀ 0346.ﾀ 0356. 

高圧受電設備 ............................................................. ｱ 0195. 

高圧洗浄機 ................................................................ ｱ 0034. 

高圧電気機器 ............................................................. ｱ 0491. 

高圧配電盤 ................................................................ ｱ 0491. 

高圧バルブ ..................................................... ｻ 0255.ﾀ 0255. 

高圧プランジャーポンプ ........................................... ｻ 0550. 

高圧ポンプ ......................................... ｶ 0593.ｻ 0255.ﾀ 0255. 

高圧用磁器ブッシング ............................................... ｱ 0860. 

高圧用配管機器 ......................................................... ﾀ 0255. 

高圧用ホース ............................................................. ｻ 0755. 

公害関連材料 ............................................................. ﾀ 0538. 

公害防止設備 ...................................... ｱ 0079.ｱ 0479.ｶ 0079. 

光学薄膜製品 .................................................. ｱ 0528.ｶ 0528. 

光学機器・用品  ｱ 0148.ｱ 0528.ｶ 0245.ｶ 0528.ｶ 0654. 

ｻ0245.ｻ 0528.ﾀ0245.ﾀ0600.ﾀ0654. 

光学部品 ................................. ｱ 0573.ｶ 0522.ｶ 0573.ｻ 0573. 

光学用板ガラス ......................................................... ｶ 0148. 

光学用ガラス基板 ...................................................... ｱ 0148. 

甲殻類 ............................................................. ｻ 0183.ｻ 0272. 

ｻ 0545.ｻ 0670.ﾀ 0545. 

光学レンズ ................................................................ ｱ 0148. 

鋼管 ........................................................................... ﾀ 0827. 

工業用ホース ...................................... ｱ 0306.ｶ 0144.ﾀ 0144. 

高機能樹脂フィルム ....................................... ｶ 0417.ﾀ 0417. 

工業薬品                    ｶ 0725.ｶ 0893.ｻ 0283.ｻ 0893.

ﾀ 0725.ﾀ 0825.ﾀ 0893. 

工業用酵素剤 .................................................. ｱ 0054.ｶ 0054. 

工業用ゴム製品        ｱ 0828.ｶ0144.ｶ0177.ｻ0177. 

ﾀ0153.ﾀ0177.ﾀ0527.ﾀ0867. 

工業用資材 ................................................................ ﾀ 0341. 

公共用自動車 ............................................................. ｶ 0158. 

工業用樹脂製品 ...................... ｱ 0165.ｶ 0177.ｻ 0177.ﾀ 0177. 

工業用切削剤 .................................................. ｻ 0688.ﾀ 0688. 

工業用接着剤 .................................................. ｶ 0408.ﾀ 0408. 

工業用繊維資材 ......................................................... ｱ 0290. 

工業用テープ .................................................. ｶ 0498.ﾀ 0498. 

工業用陶磁器 ............................................................. ｱ 0873. 

工業用熱処理炉 .............................................. ｱ 0612.ｶ 0612. 

工業用ファスナー ............................... ｶ 0132.ｻ 0132.ﾀ 0132. 

工業用フィルム ......................................................... ﾀ 0498. 

工業用ブラシ .................................................. ｱ 0259.ｶ 0259. 

工業用プラスチック製品 ........................................... ﾀ 0153. 

工業用ミシン ...................................... ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

工業窯炉 ......................................................... ｱ 0817.ｶ 0817. 

工業炉 ............................................................. ｱ 0588.ｱ 0637. 

ｱ 0657.ｶ 0588.ｶ 0637.ｶ 0657. 

工業炉用部品 .................................................. ｶ 0637.ｻ 0637. 

合金 ................................................................ ｱ 0632.ｶ 0181. 

ｶ 0315.ｶ 0522.ｻ 0014.ｻ 0443. 

合金鋼材 ................................. ｱ 0354.ｶ 0354.ｶ 0885.ｻ 0885. 

合金鋼線 ......................................................... ｱ 0354.ｶ 0354. 

合金鉄 ............................................................. ｻ 0014.ｻ 0443. 

工具                     ｱ 0134.ｱ0257.ｱ0279.ｶ0083. 

ｶ 0257.ｶ 0279.ｶ0814.ｶ 0864.ｶ0901. 

ｻ 0445.ｻ 0550.ｻ0893.ｻ 0901.ﾀ0346. 

ﾀ 0445.ﾀ 0547.ﾀ0633.ﾀ 0864.ﾀ0901. 

航空・宇宙関連機器部品 .....   ｱ 0891.ｻ 0341.ｻ 0509.ﾀ 0509. 

航空宇宙向け治工具 ....................................... ｱ 0891.ｶ 0891. 

航空機用エンジン部品 .............................................. ｱ 0262. 

航空機及び宇宙飛行体、同部品 ..................... ｱ 0076.ｱ 0262. 

ｱ0281.ｱ0891.ｻ0341.ｻ0509.ｻ0589.ｻ0610. 

ｻ0826.ｻ0847.ﾀ0341.ﾀ0509.ﾀ0610.ﾀ0826. 

航空機関連機器 .................................. ｱ 0076.ｻ 0341.ｻ 0589. 

航空機材料 ................................................................ ｻ 0847. 

航空機製作用工具 ...................................................... ｻ 0826. 

航空機手荷物タグ ........................................... ｱ 0385.ｻ 0385. 

航空機電源用ケーブル ................................... ｱ 0621.ｻ 0621. 

航空機部品                        ｱ 0281.ｻ 0589.ｻ 0610. 

                            ｻ 0826.ﾀ 0341.ﾀ 0610.ﾀ 0826. 

工具研削盤 ..................................................... ｱ 0131.ｶ 0131. 

工具交換機（工作機械用） ............................ ｱ 0449.ｶ 0449. 

工具・道具類                      ｱ 0034. 

ｱ0074.ｱ0075.ｱ0076.ｱ0130.ｱ0134.ｱ0141. 

ｱ0147.ｱ0162.ｱ0165.ｱ0178.ｱ0186.ｱ0217. 

ｱ0223.ｱ0257.ｱ0262.ｱ0279.ｱ0281.ｱ0355. 

ｱ0410.ｱ0423.ｱ0482.ｱ0526.ｱ0559.ｱ0599. 

ｱ0601.ｱ0616.ｱ0620.ｱ0643.ｱ0646.ｱ0655. 

ｱ0657.ｱ0662.ｱ0697.ｱ0717.ｱ0726.ｱ0747. 

ｱ0771.ｱ0802.ｱ0876.ｱ0891.ｶ0034.ｶ0064. 

ｶ0083.ｶ0094.ｶ0141.ｶ0147.ｶ0162.ｶ0186. 

ｶ0211.ｶ0223.ｶ0225.ｶ0257.ｶ0279.ｶ0281. 

ｶ0306.ｶ0314.ｶ0373.ｶ0410.ｶ0422.ｶ0423. 

ｶ0431.ｶ0470.ｶ0482.ｶ0490.ｶ0500.ｶ0506. 

ｶ0526.ｶ0550.ｶ0599.ｶ0601.ｶ0620.ｶ0640. 

ｶ0643.ｶ0646.ｶ0654.ｶ0657.ｶ0684.ｶ0689. 

ｶ0690.ｶ0704.ｶ0717.ｶ0726.ｶ0747.ｶ0749. 

ｶ0801.ｶ0802.ｶ0814.ｶ0826.ｶ0864.ｶ0876. 

ｶ0891.ｶ0901.ｻ0003.ｻ0064.ｻ0141.ｻ0186. 

ｻ0211.ｻ0217.ｻ0257.ｻ0279.ｻ0303.ｻ0305. 

ｻ0342.ｻ0373.ｻ0423.ｻ0445.ｻ0482.ｻ0490. 

ｻ0500.ｻ0501.ｻ0526.ｻ0550.ｻ0599.ｻ0654. 

ｻ0682.ｻ0684.ｻ0688.ｻ0689.ｻ0704.ｻ0710. 

ｻ0717.ｻ0747.ｻ0789.ｻ0797.ｻ0814.ｻ0826. 

ｻ0833.ｻ0872.ｻ0887.ｻ0893.ｻ0894.ｻ0901. 

ｻ0905.ﾀ0002.ﾀ0064.ﾀ0083.ﾀ0086.ﾀ0094. 

ﾀ0211.ﾀ0303.ﾀ0305.ﾀ0331.ﾀ0346.ﾀ0356. 

ﾀ0373.ﾀ0431.ﾀ0445.ﾀ0500.ﾀ0547.ﾀ0550. 

ﾀ0552.ﾀ0600.ﾀ0633.ﾀ0654.ﾀ0689.ﾀ0700. 

ﾀ0789.ﾀ0814.ﾀ0826.ﾀ0856.ﾀ0864.ﾀ0901. 

工具保持具 ..................................................... ｻ 0257.ﾀ 0094. 

工芸品                                  ｶ 0301.ｶ 0402. 

ｶ 0907.ｻ 0021.ｻ 0301.ｻ 0737.ﾀ 0301. 

光源 .................................................... ｱ 0297.ｶ 0297.ｻ 0297. 

高合金鋳物 ......................................... ｱ 0089.ｶ 0089.ｻ 0089. 

硬鋼線 ....................................................................... ｱ 0354. 

鋼材 .................................................... ｶ 0747.ｻ 0273.ﾀ 0827. 

鉄鋼材                   ｱ0133.ｱ0378.ｱ0803.ｱ0820. 

ｶ0314.ｶ0596.ｶ0600.ｶ0707.ｶ0747. 

ｶ0803.ｶ0820.ｶ0857.ｻ0186.ｻ0273. 

ｻ0707.ｻ0857.ﾀ0707.ﾀ0827.ﾀ0857. 

工作機械                    ｱ0070.ｱ0075.ｱ0115. 

ｱ0152.ｱ0208.ｱ0257.ｱ0279.ｱ0488.ｱ0529. 

ｱ0622.ｱ0728.ｱ0863.ｶ0002.ｶ0070.ｶ0083. 
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ｶ0125.ｶ0146.ｶ0152.ｶ0257.ｶ0277.ｶ0279. 

ｶ0529.ｶ0547.ｶ0550.ｶ0622.ｶ0633.ｶ0728. 

ｶ0844.ｶ0864.ｶ0893.ｶ0901.ｻ0002.ｻ0125. 

ｻ0141.ｻ0208.ｻ0277.ｻ0305.ｻ0351.ｻ0445. 

ｻ0529.ｻ0550.ｻ0622.ｻ0864.ｻ0893.ﾀ0002. 

ﾀ0083.ﾀ0094.ﾀ 0111.ﾀ0125.ﾀ0156.ﾀ0277. 

ﾀ0445.ﾀ0547.ﾀ0550.ﾀ0552.ﾀ0558.ﾀ0633. 

ﾀ0743.ﾀ0814.ﾀ0844.ﾀ0864.ﾀ0893.ﾀ0901. 

工作機械部品                 ｱ 0075.ｱ 0115. 

 ｱ 0208.ｶ 0083.ｻ 0208. 

 ｻ0529.ｻ0622.ﾀ0111. 

工作機械用安全ガラス ............................................... ｱ 0194. 

工作用機器 ......................................... ｶ 0373.ｻ 0373.ﾀ 0373. 

工事現場用資材 .............................................. ｱ 0549.ｻ 0549. 

硬質レジン歯 ............................................................. ｱ 0682. 

工場自動化(ＦＡ)機器              ｱ 0380.ｱ 0491.ｱ 0565. 

ｱ 0767.ｶ 0380.ｶ 0565.ｶ 0767. 

工場消耗品 ................................................................ ｶ 0094. 

鋳鉄ウェート ............................................................. ｻ 0549. 

工場用機材 ..................................................... ｶ 0083.ｶ 0814. 

高所作業車 ................................................................ ｶ 0563. 

香辛料 ............................................................. ｻ 0170.ﾀ 0296. 

合成浮き .................................................................... ｻ 0028. 

合成ゴム                          ｶ 0308.ｶ 0326.ｶ 0527. 

ｶ 0539.ｻ 0308.ｻ 0527.ﾀ 0308.ﾀ 0539. 

合成ゴム原料 ............................................................. ｶ 0326. 

合成樹脂             ｱ 0037.ｱ 0350.ｶ 0037.ｶ 0283.ｶ 0326.

ｶ 0350.ｶ 0505.ｶ 0539.ｻ 0037.ｻ 0188.ｻ 0283.

ｻ 0326.ｻ 0505.ﾀ 0188.ﾀ 0203.ﾀ 0283.ﾀ 0326.

ﾀ 0327.ﾀ 0405.ﾀ 0505.ﾀ 0539.ﾀ 0725.ﾀ 0825. 

合成樹脂原料                      ｱ 0037.ｶ 0037.ｶ 0326. 

ｻ 0037.ｻ 0326.ﾀ 0326.ﾀ 0405. 

合成樹脂製品 ...................................... ｶ 0326.ｻ 0326.ﾀ 0326. 

合成樹脂リサイクル材 ............................................... ﾀ 0405. 

合成潤滑剤 ................................................................ ｻ 0498. 

合成繊維原材料 ......................................................... ｶ 0567. 

高性能特殊フィルム .................................................. ｱ 0193. 

合成木材（プラスチック製） .................................... ｱ 0027. 

鉱石、スラグ、灰 ................... ｱ 0014.ｱ 0820.ｶ 0014.ｻ 0150. 

鋼線 ........................................................................... ｻ 0600. 

合繊及び合繊織物            ｶ 0260.ｶ 0451.ｶ 0480.ｶ 0567. 

ｶ 0631.ｶ 0740.ｶ 0848.ｻ 0052. 

ｻ 0567.ｻ 0740.ｻ 0900.ﾀ 0028. 

ﾀ 0052.ﾀ 0260 ﾀ 0631.ﾀ 0740. 

合繊織物 ...................... ｶ 0480.ｶ 0567.ｶ 0848.ｻ 0900.ﾀ 0631. 

合繊糸                            ｶ 0260.ｶ 0567.ｶ 0740. 

                           ｻ 0740.ﾀ 0028.ﾀ 0260.ﾀ 0740. 

合繊トップ ..................................................... ｻ 0052.ﾀ 0052. 

合繊綿 ............................................................. ｻ 0367.ﾀ 0367. 

酵素                              ｱ 0054.ｱ 0360.ｱ 0838. 

              ｶ 0054.ｶ 0360.ｶ 0405.ｶ 0647. 

              ｶ 0838.ｻ 0054.ｻ 0360.ｻ 0647. 

構造材用大型セラミクス ........................................... ｱ 0531. 

構造物                            ｱ 0014.ｱ 0149.ｱ 0489. 

              ｱ 0638.ｶ 0014.ｶ 0149.ｶ 0489. 

              ｶ 0605.ｶ 0638.ｻ 0758.ﾀ 0605. 

高速精密プレス機 ........................................... ｱ 0009.ｶ 0009. 

高速度工具鋼 ............................................................. ｻ 0141. 

酵素免疫測定装置 ...................................................... ｻ 0073. 

紅茶 ................................................................ ｻ 0102.ｻ 0886. 

交通安全機器 ............................................................. ｱ 0559. 

交通システム ............................................................. ｱ 0686. 

交通誘導ロボット ...................................................... ｱ 0549. 

光電スイッチ ............................................................. ｶ 0195. 

構内輸送用機器 ......................................................... ｶ 0638. 

合撚機 ............................................................ ｶ 0740.ﾀ 0740. 

合板 .................................................... ｶ 0021.ｻ 0409.ﾀ 0409. 

鋼板加工品 ................................................................ ｱ 0133. 

合板製造機械                      ｱ 0426.ｱ 0664.ｶ 0117. 

                                  ｶ 0426.ｶ 0664.ﾀ 0700. 

鉱物                        ｱ 0089.ｱ 0107.ｱ 0271.ｱ 0294. 

ｱ0358.ｱ0403.ｱ0543.ｱ0657.ｱ0817.ｱ0861. 

ｶ0081.ｶ0154.ｶ0203.ｶ0271.ｶ0294.ｶ0339. 

ｶ0531.ｶ0626.ｶ0654.ｶ0657.ｶ0807.ｶ0817. 

ｶ0847.ｶ0861.ｻ0014.ｻ0021.ｻ0081.ｻ0089. 

ｻ0107.ｻ0110.ｻ0114.ｻ0117.ｻ0122.ｻ0151. 

ｻ0240.ｻ0283.ｻ0314.ｻ0323.ｻ0339.ｻ0403. 

ｻ0463.ｻ0464.ｻ0531.ｻ0538.ｻ0543.ｻ0548. 

ｻ0602.ｻ0626.ｻ0628.ｻ0632.ｻ0654.ｻ0657. 

ｻ0720.ｻ0801.ｻ0817.ｻ0847.ｻ0861.ﾀ0021. 

ﾀ0081.ﾀ0122.ﾀ0314.ﾀ0317.ﾀ0323.ﾀ0395. 

ﾀ0463.ﾀ0464.ﾀ0498.ﾀ0538.ﾀ0548.ﾀ0602. 

ﾀ0628.ﾀ0654.ﾀ0688.ﾀ0807.ﾀ0814.ﾀ0847. 

鉱物性燃料・油・蝋                ｱ 0369.ｱ 0486.ｱ 0568. 

  ｱ0650.ｱ0698.ｶ0369.ｶ0486.ｶ0568.ｶ0640. 

ｶ0650.ｶ0698.ｶ0717.ｻ0315.ｻ0327.ｻ0369. 

ｻ0443.ｻ0498.ｻ0688.ｻ0717.ｻ0809.ｻ0852. 

ﾀ0320.ﾀ0327.ﾀ0346.ﾀ0356.ﾀ0688.ﾀ0725. 

酵母 ................................................................ ｶ 0812.ﾀ 0812. 

香炉（陶磁器製） ........................................... ｱ 0010.ｶ 0010. 

香炉（ガラス製） ...................................................... ｻ 0010. 

固化材 ....................................................................... ﾀ 0317. 

小型機械 .................................................................... ﾀ 0814. 

小型電気器具 ............................................................. ｻ 0702. 

小型電気保安装置 ...................................................... ｱ 0869. 

小型モーター .................................................. ｱ 0015.ｶ 0015. 

五月人形（陶磁器製） .............................................. ｱ 0481. 

刻印機 ....................................................................... ｻ 0550. 

コークス .................................................................... ｻ 0443. 

黒板 ..................................................... ｱ 0114.ｶ 0114.ｻ 0114. 

黒板拭き ......................................................... ｱ 0114.ｶ 0114. 

穀粉 .................................................... ｱ 0576.ｻ 0405.ﾀ 0405. 

穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉 ..................... ｱ 0576.ｶ 0576. 

極細ステンレスワイヤーロープ ..................... ｱ 0063.ｶ 0063. 

黒米エキス ..................................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

穀物 ........................................ ｱ 0576.ｻ 0752.ｻ 0779.ﾀ 0405. 

ココア及びその調整品 ................................... ｱ 0838.ﾀ 0220. 

ココア調整品 .................................................. ｱ 0838.ﾀ 0220. 

古紙 ................................................................ ｶ 0124.ﾀ 0124. 

コスメハーベストシリーズ ............................ ｱ 0170.ｶ 0170. 

骨董品 ............................................................ ｻ 0519.ﾀ 0519. 

コットンバフ ............................................................. ｱ 0154. 

コーテッドサンド ...................................................... ｱ 0543. 

コート（紳士用） ............................... ｱ 0404.ｻ 0404.ﾀ 0439. 

コート（婦人用） ...................................................... ﾀ 0439. 

子供用衣類                              ｱ 0098.ｱ 0105. 
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ｻ 0098.ｻ 0225.ｻ 0230.ﾀ 0230. 

コネクター                     ｶ 0093.ｶ 0493.ｶ 0688. 

ｶ 0750.ｶ 0842.ｻ 0842.ﾀ 0842. 

コーヒー器具 .................................................. ｱ 0268.ｶ 0268. 

コーヒーカップ＆ソーサー（陶磁器製） ....... ｱ 0787.ｶ 0787. 

コーヒー豆                        ｱ 0268.ｶ 0227.ｶ 0268. 

ｻ 0170.ｻ 0227.ｻ 0268.ﾀ 0227. 

コーヒーメーカー ........................................... ｱ 0746.ｶ 0746. 

コプリーノエキス ...................................................... ｱ 0170. 

ごま ........................................................................... ｻ 0465. 

ごま油 ........................................................................ ｱ 0465. 

ゴム製品                          ｱ 0176.ｱ 0593.ｱ 0828.

ｶ 0144.ｶ 0177.ｻ 0177.ｻ 0326.ｻ 0593.ﾀ 0144.

ﾀ 0153.ﾀ 0177.ﾀ 0326.ﾀ 0527.ﾀ 0600.ﾀ 0867. 

ゴム及び同製品              ｱ 0071.ｱ 0176.ｱ 0470.ｱ 0593.

ｱ 0828.ｶ 0071.ｶ 0099.ｶ 0100.ｶ 0144.ｶ 0153.

ｶ 0176.ｶ 0177.ｶ 0214.ｶ 0231.ｶ 0237.ｶ 0239.

ｶ 0308.ｶ 0326.ｶ 0402.ｶ 0522.ｶ 0527.ｶ 0539.

ｶ 0768.ｶ 0823.ｻ 0008.ｻ 0071.ｻ 0099.ｻ 0100.

ｻ 0118.ｻ 0144.ｻ 0153.ｻ 0176.ｻ 0177.ｻ 0239.

ｻ 0250.ｻ 0308.ｻ 0320.ｻ 0326.ｻ 0345.ｻ 0527.

ｻ 0563.ｻ 0593.ｻ 0682.ｻ 0768.ｻ 0792.ﾀ 0008.

ﾀ 0100.ﾀ 0144.ﾀ 0153.ﾀ 0177.ﾀ 0239.ﾀ 0250.

ﾀ 0308.ﾀ 0320.ﾀ 0326.ﾀ 0405.ﾀ 0527.ﾀ 0539.

ﾀ 0563.ﾀ 0600.ﾀ 0723.ﾀ 0768.ﾀ 0792.ﾀ 0867. 

ゴム О リング表面樹脂加工 ...................................... ｱ 0534. 

小麦・メスリン ......................................................... ｻ 0752. 

小麦粉 ............................................................. ｱ 0221.ｱ 0576. 

ｱ 0752.ｶ 0752.ｻ 0752. 

ゴムクローラー ......................................................... ｻ 0153. 

ゴム原材料 ................................................................ ｻ 0099. 

ゴム材 ................................................. ｶ 0099.ｶ 0153.ｶ 0239. 

ゴム射出成形機 ...................... ｱ 0304.ｱ 0830.ｶ 0304.ｶ 0830. 

ゴム製板・シート・ストリップ・棒        ｶ 0099.ｻ 0144. 

ｻ 0153.ｻ 0239.ｻ 0768. 

ゴム製衣類及び同付属品 ................................ ｻ 0682.ﾀ 0723. 

ゴム成形品 ............................. ｶ 0099.ｻ 0144.ｻ 0153.ｻ 0239. 

ゴム成形用金型 .............................................. ｱ 0769.ｶ 0769. 

ゴム系接着剤 ............................................................. ｱ 0071. 

ゴムチップバインダー ............................................... ｱ 0350. 

ゴムチューブ切断機 .................................................. ｱ 0662. 

ゴム手袋 .................................................................... ﾀ 0723. 

ゴムパッキン ............................................................. ｱ 0470. 

ゴム薬品 ............................................. ｶ 0527.ｶ 0539.ﾀ 0539. 

ゴムローラー ............................................................. ｶ 0522. 

米 ............................................................................... ﾀ 0405. 

米菓子 ............................................................. ｻ 0775.ﾀ 0220. 

米粉 ........................................................................... ﾀ 0405. 

米粉調製品 ................................................................ ｻ 0405. 

米粒麦 ........................................................................ ｱ 0576. 

米ぬか油 .................................................................... ｻ 0170. 

小物家具 ......................................................... ｻ 0300.ﾀ 0300. 

コルク及び同製品 ...................................................... ｻ 0285. 

コルゲートホース ...................................................... ｱ 0306. 

ゴルフウエア ............................................................. ｶ 0848. 

コンクリートポンプ ....................................... ｶ 0563.ｶ 0593. 

混合機（窯業用） ...................................................... ｱ 0739. 

コンサバトリー ......................................................... ｻ 0232. 

コンテナ .................................................................... ｻ 0638. 

コンテナ（樹脂製） .................................................. ｱ 0224. 

コンテナバッグ .............................................. ｱ 0047.ｻ 0047. 

コンテナ用ガスケット .............................................. ｻ 0176. 

コンデンサー .................................................. ｱ 0440.ｶ 0522. 

コントロールケーブル ....................... ｱ 0063.ｶ 0063.ｻ 0673. 

コントロールパネルノブ ............................................ｱ 0311. 

コンバイン ................................................................ ｶ 0563. 

コンパウンド ............................................................. ｱ 0154. 

コンパクト ..................................................... ｱ 0802.ｶ 0802. 

コンピュータ関連機器           ｱ 0253.ｱ 0668.ｱ 0728. 

ｱ0729.ｱ0773.ｶ0668.ｶ0686.ｶ0728. 

ｻ0341.ｻ0475.ｻ0668.ｻ0728.ｻ0857. 

コンピュータ用ケース（皮革製） .................. ｱ 0494.ｻ 0494. 

コンピュータケーブル .............................................. ｻ 0475. 

コンピュータ部品 ........................................... ｱ 0729.ｻ 0668. 

コンピュータ用ソフトウエア        ｱ 0297.ｱ 0322.ｱ 0361.

ｶ 0654.ｻ 0315.ﾀ 0111. 

ﾀ 0277.ﾀ 0522.ﾀ 0654. 

コンプレッサー .............................................. ｶ 0332.ｻ 0332. 

ﾀ 0332.ﾀ 0792.ﾀ 0814. 

コンプレッサー部品 .................................................. ﾀ 0033. 

コンプレッサー用保護スイッチ ..................... ｱ 0113.ｶ 0113. 

コンベア ............................................. ﾀ 0552.ﾀ 0814.ﾀ 0851. 

コンベア用ベルト ...................................................... ﾀ 0144. 

梱包資材 .................................................................... ｻ 0865. 

 

サ 
 

サイザルバフ ............................................................. ｱ 0154. 

座椅子 ................................................ ｻ 0300.ｻ 0503.ﾀ 0300. 

再生樹脂材料 ............................................................. ｶ 0530. 

再生タイヤ ..................................................... ｶ 0237.ﾀ 0768. 

再生プラスチック ............................... ｱ 0846.ｶ 0051.ｶ 0237. 

再生用台タイヤ ......................................................... ｶ 0768. 

サイディング用加工機 .............................................. ｱ 0070. 

サイトカイン測定試薬 .............................................. ｻ 0073. 

砕土機 ............................................................ ｱ 0583.ｶ 0583. 

財布（皮革製） ......................................................... ｻ 0319. 

サイロ ............................................................ ｱ 0495.ｶ 0495. 

左官材料 .....................................................................ｻ 0110. 

作業服 ......................... ｻ 0174.ｻ 0259.ｻ 0490.ｻ 0756.ﾀ 0756. 

作業用手袋（軍手） ....................................... ｻ 0723.ﾀ 0723. 

削岩機 ............................................................ ｱ 0507.ｶ 0507. 

作図（ＧＰＳ）装置 ....................................... ｱ 0374.ｶ 0374. 

桜の花エキス .................................................. ｱ 0170.ｶ 0170. 

酒                   ｱ 0197.ｱ 0219.ｱ 0391.ｶ 0197.ｶ 0219.

ｶ 0391.ｶ 0636.ｻ 0088.ｻ 0197.ﾀ 0088. 

サスペンションアーム .............................................. ｱ 0726. 

サスペンションメンバー ........................................... ｱ 0726. 

ＳＡＴＡケーブル ...................................................... ｱ 0475. 

雑貨           ｱ 0091.ｱ 0268.ｱ 0392.ｱ 0592.ｱ 0802.ｱ 0866. 

ｱ 0875.ｶ 0117.ｶ 0139.ｶ 0207.ｶ 0245.ｶ 0268. 

ｶ 0298.ｶ 0325.ｶ 0331.ｶ 0381.ｶ 0409.ｶ 0485. 

ｶ 0505.ｶ 0598.ｶ 0665.ｶ 0701.ｶ 0702.ｶ 0802. 

ｶ 0818.ｶ 0866.ｶ 0894.ｶ 0908.ｻ 0028.ｻ 0045. 

ｻ 0050.ｻ 0053.ｻ 0065.ｻ 0091.ｻ 0106.ｻ 0111. 

ｻ 0117.ｻ 0139.ｻ 0155.ｻ 0160.ｻ 0225.ｻ 0236. 
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ｻ 0245.ｻ 0248.ｻ 0331.ｻ 0381.ｻ 0392.ｻ 0406. 

ｻ 0419.ｻ 0485.ｻ 0505.ｻ 0513.ｻ 0585.ｻ 0634.

ｻ 0671.ｻ 0678.ｻ 0733.ｻ 0736.ｻ 0740.ｻ 0744.

ｻ 0777.ｻ 0787.ｻ 0846.ｻ 0850.ｻ 0875.ｻ 0908.

ﾀ 0050.ﾀ 0053.ﾀ 0106.ﾀ 0139.ﾀ 0155.ﾀ 0160.

ﾀ 0207.ﾀ 0245.ﾀ 0248.ﾀ 0298.ﾀ 0381.ﾀ 0397.

ﾀ 0406.ﾀ 0419.ﾀ 0461.ﾀ 0485.ﾀ 0505.ﾀ 0513.

ﾀ 0523.ﾀ 0598.ﾀ 0634.ﾀ 0671.ﾀ 0678.ﾀ 0701.

ﾀ 0702.ﾀ 0736.ﾀ 0777.ﾀ 0797.ﾀ 0850.ﾀ 0888. 

サッカリン ..................................................... ｱ 0005.ｶ 0005. 

雑誌 ................................................................ ｻ 0299.ﾀ 0299. 

サッシ部品 ................................................................ ｻ 0490. 

サーボプレス機 .............................................. ｱ 0769.ｶ 0769. 

サーモスタット ......................................................... ｶ 0823. 

皿（ガラス製） ......................................................... ｶ 0401. 

酸化コバルト .................................................. ｻ 0200.ﾀ 0200. 

酸化防止剤 ................................................................ ｻ 0486. 

散気管 ............................................................. ｱ 0804.ｶ 0804. 

産業機械             ｱ 0070.ｱ 0076.ｱ 0426.ｱ 0437.ｱ 0448. 

ｱ0521.ｱ0559.ｱ0579.ｱ0778.ｱ0891. 

ｶ0426.ｶ0469.ｶ0490.ｶ0550.ｶ0579. 

ｶ0600.ｶ0778.ｶ0832.ｶ0893.ｻ0426. 

ｻ0469.ｻ0733.ｻ0832.ｻ0893.ﾀ0469. 

ﾀ0550.ﾀ0814.ﾀ0829.ﾀ0832.ﾀ0893. 

産業機械部品                             ｱ 0115.ｶ 0076. 

ｶ 0342.ｶ 0469.ｻ 0469.ﾀ 0469. 

産業機械用ゴム製品 .................................................. ﾀ 0153. 

産業機器 ................................. ｱ 0891.ｶ 0832.ｻ 0832.ﾀ 0832. 

産業機材 .................................................................... ﾀ 0203. 

産業資材用繊維糸 ........................................... ｻ 0848.ﾀ 0848. 

産業用車両 ......................................... ｱ 0570.ｶ 0570.ｻ 0570. 

産業廃棄物処理装置 .................................................. ｱ 0264. 

産業用廃水処理装置 ............... ｱ 0295.ｱ 0358.ｶ 0295.ｶ 0331. 

産業用ガラス ...................................... ｱ 0148.ｶ 0148.ｻ 0148. 

産業用環境改善機器 .................................................. ｱ 0732. 

産業用機器組込送風機 .................................... ｱ 0732.ｶ 0732. 

産業用コンピュータ .................................................. ｶ 0686. 

産業用資材 ................................................................ ﾀ 0028. 

産業用生産設備機械                    ｱ 0034. 

ｱ0040.ｱ 0178.ｱ0184.ｱ0238.ｱ0241. 

ｱ0262.ｱ 0281.ｱ0312.ｱ0316.ｱ0412. 

ｱ0479.ｱ 0488.ｱ0495.ｱ0573.ｱ0579. 

ｱ0590.ｱ 0603.ｱ0660.ｱ0703.ｱ0755. 

ｱ0758.ｱ 0769.ｱ0771.ｶ0040.ｶ0238. 

ｶ0241.ｶ 0281.ｶ0312.ｶ0412.ｶ0479. 

ｶ0495.ｶ 0579.ｶ0590.ｶ0660.ｶ0703. 

ｶ0740.ｶ 0755.ｶ0758.ｶ0769.ｻ0137. 

ｻ0241.ｻ 0558.ｻ0574.ｻ0603.ﾀ0137. 

ﾀ0558.ﾀ 0700.ﾀ0740.ﾀ0829.ﾀ0851. 

産業用セラミック製品 .................................... ｱ 0632.ｶ 0632. 

産業用掃除機 .................................................. ｱ 0892.ｶ 0892. 

産業用ヒーター .................................. ｶ 0849.ｻ 0849.ﾀ 0849. 

産業用ロボット .................................. ﾀ 0356.ﾀ 0420.ﾀ 0851. 

産業用ロボットシステム ................................ ｱ 0565.ｶ 0565. 

残糸 ........................................................................... ｶ 0051. 

三次元模型 ................................................................ ｱ 0471. 

散水機（農・園芸用） ........................ ｱ 0184.ｻ 0232.ｻ 0306. 

酸洗鋼板 ......................................................... ｱ 0803.ｶ 0803. 

酸洗腐蝕抑制剤 .................................. ｱ 0369.ｶ 0369.ｻ 0369. 

 

シ 
 

ＣＨ鋼線 ......................................................... ｱ 0354.ｶ 0354. 

ＣＡＴＶインターネット関連機器 ............................. ｻ 0773. 

ＣＡＴＶシステム機器 ....................... ｱ 0773.ｶ 0773.ｻ 0773. 

椎茸（生鮮） ............................................................. ｱ 0581. 

ＣＢＮ工具 ..................................................... ｱ 0657.ｶ 0657. 

ＣＢＮ砥石 ..................................................... ｱ 0131.ｶ 0131. 

寺院用仏具 ................................................................ ﾀ 0021. 

ＣＭＯＳカメラ ......................................................... ｻ 0344. 

塩 .................................................................... ｻ 0240.ﾀ 0395. 

塩漬野菜 ................................. ｻ 0210.ｻ 0532.ｻ 0786.ﾀ 0786. 

ジオメット加工 ......................................................... ｱ 0713. 

紫外線硬化塗料 .............................................. ｱ 0238.ｶ 0238. 

視覚センサー .................................................. ｱ 0263.ｶ 0263. 

歯科材料 ................................. ｱ 0682.ｱ 0872.ｶ 0872.ｻ 0872. 

歯科用機器 ................................................................ ｻ 0872. 

歯科用器具 ..................................................... ｻ 0682.ｻ 0872. 

歯科用合金 ................................................................ ｱ 0872. 

歯科用ゴム手袋 ......................................................... ｻ 0682. 

歯科用品 .................................................................... ｶ 0682. 

歯科用マスク ............................................................. ｻ 0682. 

色差計 ....................................................................... ｶ 0101. 

色素（天然） ............................................................. ｻ 0647. 

敷物（繊維）                      ｻ 0050.ｻ 0285.ｻ 0363. 

ｻ 0649.ﾀ 0050.ﾀ 0285.ﾀ 0363.ﾀ 0649. 

治具                                     ｱ 0074. 

ｱ 0076.ｱ 0165.ｱ 0279.ｱ 0281.ｱ 0355.ｱ 0601. 

ｱ 0620.ｱ 0726.ｱ 0771.ｶ 0279.ｶ 0281.ｶ 0490. 

ｶ 0601.ｶ 0620.ｶ 0684.ｶ 0726.ｶ 0901.ｻ 0279. 

ｻ 0490.ｻ 0684.ｻ 0814.ﾀ 0083.ﾀ 0547.ﾀ 0901. 

軸受 ........................................ ｱ 0421.ｱ 0428.ｶ 0428.ﾀ 0851. 

軸付砥石 ......................................................... ｱ 0131.ｶ 0131. 

治具部品 .................................................................... ｻ 0342. 

治具用ブシュ ............................................................. ｱ 0130. 

試験機             ｱ0070.ｱ0510.ｱ0540.ｶ0510.ｶ0540.

ｶ 0844.ｻ 0081.ｻ 0745.ﾀ 0277.ﾀ0844. 

治工具                        ｱ 0076.ｱ 0134.ｱ 0162. 

ｱ 0178.ｱ 0223.ｱ 0257.ｱ 0262.ｱ 0279.ｱ 0599. 

ｱ 0616.ｱ 0646.ｱ 0655.ｱ 0657.ｱ 0876.ｶ 0064. 

ｶ 0083.ｶ 0094.ｶ 0162.ｶ 0257.ｶ 0279.ｶ 0314. 

ｶ 0373.ｶ 0431.ｶ 0470.ｶ 0599.ｶ 0646.ｶ 0657. 

ｶ 0814.ｶ 0864.ｶ 0876.ｶ 0901.ｻ 0064.ｻ 0373. 

ｻ 0445.ｻ 0550.ｻ 0599.ｻ 0789.ｻ 0833.ｻ 0893. 

ｻ 0901.ﾀ 0002.ﾀ 0064.ﾀ 0094.ﾀ 0305.ﾀ 0346. 

ﾀ 0356.ﾀ 0373.ﾀ 0431.ﾀ 0445.ﾀ 0547.ﾀ 0552. 

ﾀ 0633.ﾀ 0700.ﾀ 0789.ﾀ 0814.ﾀ 0864.ﾀ 0901. 

資材                                     ｱ 0163.ｱ 0182. 

ｱ 0290.ｱ 0413.ｱ 0489.ｱ 0549.ｱ 0551.ｱ 0732. 

ｱ 0785.ｱ 0845.ｱ 0866.ｶ 0150.ｶ 0177.ｶ 0245. 

ｶ 0253.ｶ 0317.ｶ 0381.ｶ 0422.ｶ 0430.ｶ 0489. 

ｶ 0618.ｶ 0654.ｶ 0732.ｶ 0740.ｶ 0807.ｶ 0809. 

ｶ 0825.ｶ 0845.ｶ 0866.ｶ 0908.ｻ 0117.ｻ 0147. 

ｻ 0177.ｻ 0212.ｻ 0231.ｻ 0232.ｻ 0245.ｻ 0317. 

ｻ 0331.ｻ 0381.ｻ 0418.ｻ 0430.ｻ 0463.ｻ 0489. 

ｻ 0618.ｻ 0654.ｻ 0663.ｻ 0718.ｻ 0740.ｻ 0785. 
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ｻ 0793.ｻ 0809.ｻ 0837.ｻ 0845.ｻ 0865.ｻ 0866. 

ｻ 0908.ﾀ 0026.ﾀ 0028.ﾀ 0150.ﾀ 0177.ﾀ 0203. 

ﾀ 0245.ﾀ 0283.ﾀ 0317.ﾀ 0341.ﾀ 0381.ﾀ 0430. 

ﾀ 0443.ﾀ 0463.ﾀ 0538.ﾀ 0654.ﾀ 0663.ﾀ 0718. 

ﾀ 0740.ﾀ 0793.ﾀ 0807.ﾀ 0825.ﾀ 0829.ﾀ 0908. 

試作金型 .................................................................... ｱ 0429. 

磁石 .................................................... ｱ 0280.ｶ 0280.ｻ 0114. 

刺繍機部品 ..................................................... ｻ 0466.ｻ 0679. 

刺繍機ヘッド ............................................................. ｻ 0679. 

システム                    ｱ 0166.ｱ 0442.ｱ 0495.ｱ 0554. 

ｱ0686.ｶ0442.ｶ0495.ｶ0500.ｻ0315.ｻ0330. 

ｻ0442.ｻ0500.ｻ0550.ﾀ0330.ﾀ0500.ﾀ0550. 

システムラック .............................................. ｱ 0625.ｶ 0625. 

システムワンポンプ ....................................... ｻ 0008.ﾀ 0008. 

シーズヒーター ......................................................... ｶ 0823. 

施設園芸用空調システム ................................ ｱ 0732.ｶ 0732. 

自然食品 .................................................................... ｻ 0296. 

自然塗料 ............................................. ｱ 0238.ｻ 0238.ｻ 0721. 

シソの種子 ................................................................ ｻ 0170. 

シソの実エキス ......................................................... ｶ 0170. 

下着 .................................................... ｱ 0474.ｻ 0474.ﾀ 0561. 

下着（紳士用） ........... ｱ 0904.ｶ 0904.ｻ 0293.ｻ 0904.ﾀ 0898. 

下着（婦人用） ...................... ｱ 0904.ｶ 0904.ｻ 0904.ﾀ 0898. 

シーツ ............................................................. ｻ 0503.ﾀ 0503. 

漆器（プラスチック製） ........................................... ｶ 0383. 

漆器（木製） ...................................... ｶ 0383.ｶ 0690.ﾀ 0021. 

漆喰材 ........................................................................ ｻ 0110. 

実装機器 ............................................. ｶ 0832.ｻ 0832.ﾀ 0832. 

七宝製品 ......................................................... ｱ 0066.ｶ 0066. 

自転車及び部品 ........... ｶ 0160.ｻ 0267.ｻ 0696.ﾀ 0267.ﾀ 0696. 

自転車用アクセサリー .................................... ｻ 0267.ﾀ 0267. 

自転車用部品 ...................................... ｱ 0262.ｶ 0160.ｶ 0262. 

自転車用タイヤ .................................. ｶ 0100.ｻ 0100.ﾀ 0100. 

自転車用チューブ ............................... ｶ 0100.ｻ 0100.ﾀ 0100. 

自転車用品 ......................................... ｻ 0696.ﾀ 0395.ﾀ 0696. 

自転車用リム ............................................................. ｻ 0262. 

四点杖 ........................................................................ ｱ 0228. 

自動演奏アコーディオン ................................ ｻ 0519.ﾀ 0519. 

自動開袋機 ..................................................... ｱ 0495.ｶ 0495. 

自動機械                                ｱ 0042.ｱ 0048. 

ｱ 0115.ｱ 0152.ｱ 0263.ｱ 0321.ｱ 0351.ｱ 0380. 

ｱ 0412.ｱ 0491.ｱ 0549.ｱ 0565.ｱ 0570.ｱ 0639. 

ｱ 0664.ｱ 0767.ｱ 0769.ｱ 0834.ｱ 0903.ｶ 0048. 

ｶ 0152.ｶ 0263.ｶ 0282.ｶ 0321.ｶ 0351.ｶ 0380. 

ｶ 0400.ｶ 0412.ｶ 0420.ｶ 0500.ｶ 0565.ｶ 0639. 

ｶ 0664.ｶ 0767.ｶ 0769.ｶ 0832.ｶ 0903.ｻ 0380. 

ｻ 0500.ｻ 0832.ﾀ 0002.ﾀ 0282.ﾀ 0356.ﾀ 0420. 

ﾀ 0500.ﾀ 0558.ﾀ 0814.ﾀ 0829.ﾀ 0832.ﾀ 0851. 

自動機械用部品 ......................................................... ｶ 0412. 

自動給水ポンプユニット ................................ ｱ 0196.ｶ 0196. 

自動組立機 ......................................... ｱ 0042.ｱ 0903.ｶ 0903. 

自動検査装置 ...................................... ｱ 0263.ｱ 0903.ｶ 0903. 

自動車                         ｱ 0569.ｱ 0570.ｱ 0571. 

ｱ0584.ｶ0158.ｶ0161.ｶ0214.ｶ0231.ｶ0349. 

ｶ0569.ｶ0571.ｶ0577.ｶ0792.ｶ0809.ｶ0858. 

ｶ0897.ｻ0569.ﾀ0349.ﾀ0687.ﾀ0814.ﾀ0858. 

自動車用エンジン部品 ............................................... ｱ 0738. 

自動車外装部品 ......................................................... ｱ 0674. 

自動車組付装置 ......................................................... ｱ 0079. 

ｶ 0079.ｶ 0500.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

自動車コントロールパネル部品 ..................... ｱ 0224.ｻ 0224. 

自動車生産用設備 ...................................................... ｱ 0355. 

自動車用鋳造部品 ............................... ｱ 0252.ｱ 0614.ｶ 0614. 

自動車、同部品                           ｱ 0006.ｱ 0048. 

ｱ 0065.ｱ 0075.ｱ 0112.ｱ 0121.ｱ 0133.ｱ 0164. 

ｱ 0165.ｱ 0180.ｱ 0182.ｱ 0193.ｱ 0215.ｱ 0216. 

ｱ 0226.ｱ 0234.ｱ 0254.ｱ 0262.ｱ 0263.ｱ 0265. 

ｱ 0266.ｱ 0274.ｱ 0281.ｱ 0286.ｱ 0347.ｱ 0353. 

ｱ 0359.ｱ 0362.ｱ 0365.ｱ 0368.ｱ 0388.ｱ 0429. 

ｱ 0492.ｱ 0495.ｱ 0496.ｱ 0501.ｱ 0518.ｱ 0537. 

ｱ 0546.ｱ 0566.ｱ 0569.ｱ 0570.ｱ 0571.ｱ 0572. 

ｱ 0578.ｱ 0579.ｱ 0584.ｱ 0619.ｱ 0622.ｱ 0624. 

ｱ 0635.ｱ 0638.ｱ 0639.ｱ 0643.ｱ 0674.ｱ 0681. 

ｱ 0684.ｱ 0691.ｱ 0719.ｱ 0726.ｱ 0729.ｱ 0738. 

ｱ 0785.ｱ 0798.ｱ 0840.ｱ 0882.ｶ 0006.ｶ 0085. 

ｶ 0099.ｶ 0121.ｶ 0125.ｶ 0132.ｶ 0158.ｶ 0160. 

ｶ 0161.ｶ 0193.ｶ 0214.ｶ 0216.ｶ 0231.ｶ 0262. 

ｶ 0265.ｶ 0286.ｶ 0327.ｶ 0331.ｶ 0345.ｶ 0347. 

ｶ 0349.ｶ 0353.ｶ 0365.ｶ 0368.ｶ 0428.ｶ 0431. 

ｶ 0495.ｶ 0518.ｶ 0537.ｶ 0546.ｶ 0563.ｶ 0566. 

ｶ 0569.ｶ 0570.ｶ 0571.ｶ 0577.ｶ 0635.ｶ 0638. 

ｶ 0639.ｶ 0684.ｶ 0719.ｶ 0726.ｶ 0740.ｶ 0788. 

ｶ 0792.ｶ 0809.ｶ 0840.ｶ 0852.ｶ 0858.ｶ 0894. 

ｶ 0897.ｻ 0006.ｻ 0022.ｻ 0085.ｻ 0099.ｻ 0132. 

ｻ 0164.ｻ 0193.ｻ 0215.ｻ 0216.ｻ 0250.ｻ 0262. 

ｻ 0265.ｻ 0267.ｻ 0308.ｻ 0319.ｻ 0331.ｻ 0346. 

ｻ 0347.ｻ 0353.ｻ 0368.ｻ 0373.ｻ 0400.ｻ 0445. 

ｻ 0490.ｻ 0518.ｻ 0523.ｻ 0537.ｻ 0569.ｻ 0570. 

ｻ 0571.ｻ 0578.ｻ 0619.ｻ 0674.ｻ 0688.ｻ 0696. 

ｻ 0719.ｻ 0726.ｻ 0729.ｻ 0840.ｻ 0852.ﾀ 0022. 

ﾀ 0111.ﾀ 0125.ﾀ 0132.ﾀ 0250.ﾀ 0267.ﾀ 0278. 

ﾀ 0308.ﾀ 0319.ﾀ 0320.ﾀ 0345.ﾀ 0349.ﾀ 0373. 

ﾀ 0395.ﾀ 0405.ﾀ 0431.ﾀ 0445.ﾀ 0687.ﾀ 0696. 

ﾀ 0740.ﾀ 0792.ﾀ 0814.ﾀ 0852.ﾀ 0858. 

自動車内装部品 .............................................. ｱ 0674.ｻ 0674. 

自動車内装用プラスチック部品 ................................ ｱ 0182. 

ｱ 0193.ｶ 0193.ｻ 0193. 

自動車部品                        ｱ 0006.ｱ 0048.ｱ 0075. 

ｱ 0112.ｱ 0121.ｱ 0133.ｱ 0164.ｱ 0165.ｱ 0180. 

ｱ 0216.ｱ 0226.ｱ 0254.ｱ 0263.ｱ 0266.ｱ 0274. 

ｱ 0286.ｱ 0347.ｱ 0353.ｱ 0359.ｱ 0365.ｱ 0368. 

ｱ 0429.ｱ 0492.ｱ 0496.ｱ 0518.ｱ 0537.ｱ 0546. 

ｱ 0566.ｱ 0569.ｱ 0572.ｱ 0578.ｱ 0579.ｱ 0584. 

ｱ 0619.ｱ 0622.ｱ 0624.ｱ 0635.ｱ 0639.ｱ 0643. 

ｱ 0674.ｱ 0681.ｱ 0684.ｱ 0691.ｱ 0719.ｱ 0726. 

ｱ 0729.ｱ 0738.ｱ 0785.ｱ 0798.ｱ 0840.ｱ 0882. 

ｶ 0006.ｶ 0085.ｶ 0099.ｶ 0121.ｶ 0125.ｶ 0132. 

ｶ 0161.ｶ 0216.ｶ 0286.ｶ 0327.ｶ 0347.ｶ 0353. 

ｶ 0365.ｶ 0368.ｶ 0428.ｶ 0518.ｶ 0537.ｶ 0546. 

ｶ 0566.ｶ 0569.ｶ 0571.ｶ 0577.ｶ 0635.ｶ 0639. 

ｶ 0684.ｶ 0719.ｶ 0726.ｶ 0740.ｶ 0788.ｶ 0840. 

ｶ 0852.ｶ 0894.ｻ 0006.ｻ 0022.ｻ 0085.ｻ 0099. 

ｻ 0132.ｻ 0164.ｻ 0216.ｻ 0250.ｻ 0308.ｻ 0331. 

ｻ 0346.ｻ 0347.ｻ 0353.ｻ 0368.ｻ 0400.ｻ 0445. 

ｻ 0518.ｻ 0537.ｻ 0569.ｻ 0571.ｻ 0578.ｻ 0619. 

ｻ 0674.ｻ 0688.ｻ 0719.ｻ 0726.ｻ 0840.ｻ 0852. 
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ﾀ 0022.ﾀ 0111.ﾀ 0125.ﾀ 0132.ﾀ 0250.ﾀ 0278. 

ﾀ 0308.ﾀ 0405.ﾀ 0445.ﾀ 0740.ﾀ 0852.ﾀ 0858. 

自動車部品製造設備 ....................................... ｱ 0639.ｶ 0639. 

ｶ 0684.ｶ 0771.ｻ 0684. 

自動車部品用金型      ｱ 0492.ｱ 0502.ｱ 0504.ｱ 0764.ｶ 0492. 

ｶ 0502.ｶ 0504.ｻ 0138.ｻ 0504.ﾀ0138. 

自動車補修用品 .............................................. ｻ 0331.ﾀ 0331. 

自動車向け試作アルミ鋳造品 .................................... ｱ 0784. 

自動車用アクセサリー ........................ ｱ 0546.ｶ 0331.ｻ 0523. 

自動車用ウｫッシャーノズル部品 .............................. ｶ 0472. 

自動車用オイル ......................................................... ｻ 0852. 

自動車用外装品 ...................... ｱ 0265.ｱ 0388.ｶ 0265.ｻ 0265. 

自動車用化学品 ...................... ｱ 0735.ｶ 0735.ｻ 0735.ﾀ 0687. 

自動車用化成品 ......................................................... ｱ 0182. 

自動車用機能品 .............................................. ｱ 0265.ｶ 0265. 

自動車用金属及び樹脂部品 ................ ｱ 0639.ｱ 0785.ｶ 0639. 

自動車用工具 ............................................................. ﾀ 0331. 

自動車用ゴム製品 ........ ｱ 0176.ｶ 0176.ｻ 0176.ﾀ 0153.ﾀ 0405. 

自動車用ゴム部品 ...................................................... ﾀ 0239. 

自動車用小物バネ ...................................................... ｱ 0542. 

自動車用座席 .................................................. ｱ 0730.ｶ 0730. 

自動車用軸受メタル ........................... ｱ 0421.ｶ 0421.ｻ 0421. 

自動車用部品試作品 ........................... ｱ 0254.ｱ 0429.ｱ 0492. 

自動車用シート部品 ............... ｱ 0684.ｶ 0684.ｶ 0788.ｻ 0346. 

自動車用シート素材 .................................................. ｶ 0290. 

自動車用シフトレバー ............................................... ｱ 0353. 

自動車用樹脂部品                        ｱ 0164.ｱ 0165. 

ｱ 0578.ｱ 0624.ｻ 0164.ｻ 0578. 

自動車用シール材 ...................................................... ｶ 0071. 

自動車用スイッチ ........................................... ｱ 0537.ｶ 0537. 

自動車用精密樹脂部品 .................................... ｱ 0619.ｻ 0619. 

自動車用各種センサー .................................... ｱ 0646.ｶ 0646. 

自動車用鍛造部品 ...................................................... ｱ 0448. 

自動車用デカル製品 .................................................. ﾀ 0498. 

自動車用電装部品 ............................... ｱ 0266.ｱ 0674.ｻ 0674. 

自動車用ドアロック ....................................... ｱ 0062.ｶ 0062. 

自動車用ドア部品 ........................................... ｱ 0684.ｶ 0684. 

自動車用内装品                    ｱ 0215.ｱ 0234.ｱ 0265. 

ｱ 0388.ｶ 0265.ｻ 0215.ｻ 0265. 

自動車用品 ................................................................ ﾀ 0320. 

自動車用プラスチック部品                ｱ 0436.ｶ 0436. 

ｻ 0436.ﾀ 0153.ﾀ 0239. 

自動車用プレス金型                ｱ 0254.ｱ 0429.ｱ 0570. 

ｱ 0762.ｱ 0891.ｶ 0429.ｶ 0762.ｻ0762. 

自動車部品防錆鍍金加工 ........................................... ｱ 0435. 

自動車用メーター部品 ........................ ｱ 0224.ｶ 0224.ｻ 0224. 

自動車用セラミックス ............................................... ｶ 0632. 

自動車用冷熱部品 ...................................................... ｱ 0681. 

自動倉庫 ......................................................... ｱ 0570.ﾀ 0814. 

自動タオルヘム縫製機 ............................................... ｱ 0679. 

自動調節機器                      ｱ 0869.ｶ 0332. 

ｶ 0427.ｶ 0823.ｶ 0869.ｻ 0330. 

ｻ 0332.ﾀ 0330.ﾀ 0332.ﾀ 0427. 

自動二輪車 ..................................................... ｶ 0214.ｶ 0231. 

ｶ 0349.ｶ 0577.ﾀ 0349. 

自動二輪車用鋳造部品 ............................................... ｱ 0252. 

自動二輪車部品                          ｻ 0373.ｻ 0445. 

ｻ 0490.ｻ 0729.ﾀ 0373.ﾀ 0445. 

自動二輪車用チューブ ....................... ｶ 0100.ｻ 0100.ﾀ 0100. 

自動販売機 ..................................................... ｱ 0746.ｶ 0746. 

自動鍍金装置 ............................................................. ｱ 0479. 

自動溶接装置 ............................................................. ｶ 0282. 

シートファスナー ...................................................... ｶ 0788. 

シートベルト .................................................. ｱ 0537.ｶ 0537. 

芝刈機 ............................................................ ｱ 0213.ｶ 0213. 

芝草種子 .................................................................... ｻ 0044. 

地盤改良機 ................................................................ ｶ 0437. 

ＣＶＴ部品 ......................................... ｶ 0278.ｻ 0278.ﾀ 0278. 

シフトレバー .................................................. ｱ 0537.ｶ 0537. 

シーベリー ................................................................ ｻ 0170. 

脂肪酸及び脂肪酸誘導体 ........................................... ｻ 0486. 

絞りアパレル ............................................................. ｱ 0460. 

絞り生地 ............................................. ｱ 0460.ｻ 0460.ｻ 0859. 

絞り着物 .................................................................... ｱ 0460. 

絞り身辺小物 .................................................. ｱ 0460.ｻ 0859. 

絞り製品 ................................. ｱ 0460.ｱ 0859.ｻ 0460.ｻ 0859. 

絞りＴシャツ ............................................................. ｻ 0859. 

絞りブラウス ............................................................. ｻ 0859. 

シミュレーションソフトウエア ................................ ｻ 0315. 

事務・学用品（プラスチック製） ............................. ｶ 0846. 

事務機器                   ｶ 0654.ｶ 0726.ｻ 0324.ｻ 0726. 

ﾀ 0341.ﾀ 0443.ﾀ 0654.ﾀ 0789.ﾀ 0814. 

事務機器部品 .......................... ｶ 0726.ｻ 0324.ｻ 0726.ﾀ 0341. 

事務機器用ゴム部品 .................................................. ﾀ 0239. 

事務機器用プラスチック部品 .................................... ﾀ 0239. 

事務服 ............................................................ ｻ 0756.ﾀ 0756. 

事務用品                   ｱ 0328.ｱ 0530.ｱ 0846.ｶ 0328. 

ｶ 0530.ｶ 0860.ｻ 0328.ｻ 0530.ｻ 0846. 

注連縄 ....................................................................... ﾀ 0036. 

社会・産業システム .................................................. ｱ 0686. 

試薬                              ｱ 0073.ｱ 0309.ｶ 0073. 

ｶ 0309.ｻ 0073.ｻ 0309.ｻ 0837. 

ジャケット（紳士用） ........... ｱ 0404.ｻ 0404.ﾀ 0439.ﾀ 0503. 

ジャケットドラムヒーター ....................................... ｻ 0760. 

ジャケット（婦人用） .............................................. ﾀ 0439. 

車載用ハーネス .............................................. ｱ 0389.ｱ 0475. 

                                  ｶ 0389.ｻ 0389.ｻ 0475. 

射出成形機（ゴム・プラスチック用） .......... ｶ 0420.ﾀ 0420. 

射出成形用金型のシボ付け ............................ ｱ 0906.ｶ 0906. 

写真機 ....................................................................... ｱ 0148. 

写真立て（ガラス製） .............................................. ｶ 0401. 

車体                              ｱ 0006.ｱ 0281.ｱ 0501. 

                           ｱ 0684.ｱ 0726.ｶ 0006.ｶ 0684. 

ジャッキ .................................................................... ﾀ 0792. 

シャツ（婦人用） ...................................................... ｶ 0877. 

シャフト ................................. ｱ 0473.ｶ 0473.ｶ 0766.ｻ 0473. 

ジャム ............................................................ ｱ 0190.ｻ 0744. 

車両、同部品                      ｱ 0194.ｱ 0638.ｶ 0473. 

                                  ｶ 0638.ｻ 0473.ｻ 0638. 

車両内装部材 ............................................................. ｱ 0065. 

車両用外装品 .................................................. ｱ 0265.ｱ 0388. 

                                  ｱ 0674.ｶ 0265.ｻ 0265. 

車両用内装品                    ｱ 0065.ｱ 0182. 

ｱ0193.ｱ0215.ｱ0234.ｱ0265.ｱ0388.ｱ0674. 

ｶ0193.ｶ0265.ｻ0193.ｻ0215.ｻ0265.ｻ0674. 

車両用品               ｱ0546.ｶ0331.ｻ0267.ｻ0523.ｻ0696. 
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ﾀ 0267.ﾀ 0320.ﾀ 0395.ﾀ 0696.ﾀ 0792. 

車両用リフト .................................................. ｱ 0372.ｶ 0372. 

シャンプー ............................. ｱ 0724.ｶ 0659.ｶ 0724.ﾀ 0659. 

宗教用具 .................................................................... ﾀ 0045. 

集塵機                     ｱ 0264.ｱ 0358.ｱ 0495.ｱ 0892. 

ｶ 0358.ｶ 0495.ｶ 0892.ﾀ 0700. 

集塵設備 ......................................................... ｱ 0630.ｱ 0708. 

                                  ｶ 0630.ｶ 0708.ｻ 0708. 

集成材 ................................................. ｻ 0463.ｻ 0793.ﾀ 0463. 

住宅 ................................................................ ｱ 0087.ｱ 0521. 

                                  ｻ 0232.ｻ 0793.ﾀ 0793. 

住宅関連資材 ............................................................. ｻ 0065. 

住宅設備機器                 ｱ 0224.ｱ0617.ｶ0402.ｻ0087. 

ｻ0363.ﾀ0150.ﾀ0402.ﾀ0604.ﾀ0865. 

住宅設備器材 ............................................................. ｱ 0224. 

住宅用火災警報器 ...................................................... ｱ 0113. 

住宅用化粧紙 ............................................................. ｶ 0065. 

住宅用部材 ................................................................ ｻ 0065. 

絨毯等                                  ｻ 0285.ｻ 0363. 

                           ｻ 0649.ﾀ 0285.ﾀ 0363.ﾀ 0649. 

充填機械 .................................................................... ｶ 0744. 

充電装置 ......................................................... ｱ 0621.ｶ 0621. 

柔道着 ............................................................. ｱ 0060.ﾀ 0090. 

周波数変換装置 .............................................. ｱ 0621.ｻ 0621. 

修理・メンテナンス .................................................. ｶ 0906. 

重量測定機器 .................................................. ｱ 0335.ｱ 0495. 

                                  ｶ 0335.ｶ 0495.ｻ 0335. 

ジュエリーアクセサリー材料 ............. ｱ 0063.ｶ 0063.ｻ 0063. 

手芸糸 ........................................................................ ﾀ 0582. 

手芸用布地 ......................................... ｱ 0677.ｶ 0677.ｻ 0677. 

手芸用品 ............................................. ｱ 0677.ｶ 0677.ｻ 0677. 

種子                              ｱ 0653.ｱ 0697.ｶ 0007. 

ｶ 0044.ｶ 0653.ｶ 0697.ｶ 0776.ｻ 0007.

ｻ 0044 ｻ 0170.ｻ 0653.ｻ 0663.ｻ 0697.

ｻ 0776.ﾀ 0007.ﾀ 0044.ﾀ 0663.ﾀ 0776. 

樹脂加工機械 ............................................................. ﾀ 0700. 

樹脂加工部品 ............... ｱ 0027.ｱ 0031.ｱ 0440.ｶ 0031.ｶ 0440. 

樹脂基板用乾燥ライン ............................................... ｱ 0348. 

樹脂基板用ラミネート装置 ............................ ｱ 0348.ｶ 0348. 

樹脂材料                          ｶ 0164.ｶ 0224.ｶ 0287. 

                     ｶ 0311.ｶ 0619.ｻ 0006.ｻ 0624.ｻ 0869. 

樹脂射出成形機 .............................................. ｱ 0273.ｶ 0273. 

樹脂射出成型用金型 ........................... ｱ 0287.ｶ 0287.ｻ 0624. 

樹脂成形品                 ｱ 0027.ｱ 0031.ｱ 0206.ｱ 0287. 

ｱ 0311.ｱ 0440.ｱ 0622.ｱ 0828.ｶ 0031. 

ｶ 0206.ｶ 0273.ｶ 0283.ｶ 0440.ｻ 0206. 

ｻ 0239.ｻ 0287.ｻ 0869.ｻ 0883.ﾀ 0144. 

樹脂製品 ................................. ｻ 0022.ｻ 0669.ﾀ 0022.ﾀ 0669. 

樹脂接着フェルト製造装置 ............................ ｱ 0425.ｶ 0425. 

樹脂乳剤 .................................................................... ｱ 0486. 

樹脂ネット ................................................................ ｻ 0549. 

樹脂ファスナー ......................................................... ｶ 0542. 

樹脂銘板 .................................................................... ｱ 0311. 

樹脂用添加剤 .................................................. ｱ 0486.ｶ 0486. 

樹脂離型油 ..................................................... ｱ 0698.ｶ 0698. 

種子粒数計数機 ......................................................... ｶ 0019. 

受信機器 ............................................. ｱ 0773.ｶ 0773.ｻ 0773. 

酒精綿 ........................................................................ ｻ 0379. 

出産用パッド ...................................... ｱ 0143.ｶ 0143.ｻ 0143. 

受配電設備 ................................................................ ｱ 0554. 

種苗生産用資材 .............................................. ｻ 0718.ﾀ 0718. 

授粉用ハタキ ............................................................. ｱ 0487. 

樹木、苗木 ............................. ｱ 0697.ｶ 0697.ｻ 0170.ｻ 0697. 

シュレッダーダストリサイクルプラント .................. ｱ 0425. 

潤滑剤塗布装置 ......................................................... ｱ 0216. 

潤滑油 ................................................ ｱ 0698.ｶ 0698.ﾀ 0688. 

潤滑油（植物性） ........................................... ｶ 0717.ｻ 0717. 

ジュンサイエキス ...................................................... ｱ 0170. 

省エネルギー機器 ...................................................... ｶ 0022. 

超音波発振器 ............................................................. ｻ 0241. 

浄化剤 ................................................ ｶ 0317.ｻ 0317.ﾀ 0317. 

生姜（塩付） ............................................................. ｻ 0532. 

消火ポンプ ..................................................... ｱ 0196.ｶ 0196. 

衝撃吸収材 ................................................................ ｱ 0071. 

浄水器 ................................................ ｶ 0393.ｶ 0598.ﾀ 0598. 

焼酎 ................................................................ ｱ 0197.ｱ 0391. 

小動物 ....................................................................... ｱ 0199. 

焼鈍鋼板 ......................................................... ｱ 0803.ｶ 0803. 

蒸発装置 ......................................................... ｱ 0478.ｶ 0478. 

食品用冷蔵ショーケース ................................ ｱ 0746.ｶ 0746. 

情報環境機器部品 ...................................................... ｱ 0726. 

情報機器                   ｱ 0048.ｱ 0554.ｱ 0773.ｶ 0229. 

ｶ 0231.ｶ 0554.ｶ 0773.ｻ 0554.ｻ 0773. 

情報・通信システム .................................................. ｱ 0686. 

照明機器 .................................................................... ｱ 0796. 

照明器具及び同部品             ｱ 0169.ｱ 0796.ｻ 0022. 

              ｻ 0072.ｻ 0232.ｻ 0644.ﾀ 0022 

ﾀ 0072.ﾀ 0402.ﾀ 0644.ﾀ 0825. 

生薬 ........................................................................... ｻ 0585. 

醤油 ........................................................................... ｱ 0879. 

蒸留用機器 ..................................................... ｱ 0478.ｶ 0478. 

省力化機械装置              ｱ 0048.ｱ 0351.ｱ 0834.ｱ 0903. 

                     ｶ 0351.ｶ 0903.ﾀ 0282.ﾀ 0558.ﾀ 0829. 

食酢 ................................................................ ｱ 0810.ｻ 0810. 

食卓用金属小物 .............................................. ｱ 0802.ｶ 0802. 

食卓用品（陶磁器製）        ｱ 0338.ｱ 0787.ｶ 0020.ｶ 0363. 

ｶ0787.ｻ0020.ｻ0657.ｻ0787.ﾀ0020. 

食卓用品（ガラス製）              ｱ 0078.ｱ 0194.ｱ 0401. 

ｶ 0078.ｶ 0194.ｶ 0334.ｻ 0401. 

食肉加工機械 ............................................................. ｻ 0905. 

触媒 ............................. ｱ 0683.ｱ 0711.ｶ 0683.ｶ 0711.ｻ 0691. 

食品 ................................................................ ｶ 0810.ｻ 0582. 

食品機械                   ｱ 0905.ｶ 0137.ｶ 0258.ｶ 0740. 

ｶ 0905.ｻ 0137.ｻ 0905.ﾀ 0137.ﾀ 0740. 

食品業界用乾燥装置 .................................................. ｱ 0732. 

食品原料                                 ｶ 0647.ｻ 0327. 

ｻ 0397.ｻ 0447.ｻ 0477.ｻ 0647.ｻ 0809. 

ﾀ 0203.ﾀ 0218.ﾀ 0397.ﾀ 0447.ﾀ 0647. 

食品添加物                        ｱ 0005.ｱ 0163.ｶ 0005. 

                     ｶ 0647.ｻ 0005.ｻ 0163.ｻ 0647.ﾀ 0647. 

食品包装機械部品 .......................................................ｱ 0115. 

食品用酵素剤 .................................................. ｱ 0054.ｶ 0054. 

植物（食用を除く）   ｱ 0697.ｶ 0212.ｶ 0276.ｶ 0697.ｶ 0704. 

ｶ 0718.ｻ 0170.ｻ 0395.ｻ 0663.ｻ 0697. 

ｻ 0718.ｻ 0776.ﾀ 0663.ﾀ 0718.ﾀ 0776. 

植毛機 ....................................................................... ﾀ 0408. 
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植毛用パイル ............................................................. ﾀ 0408. 

その他の食用動物性生産物 ....................................... ｻ 0170. 

ジョークラッシャー ....................................... ｱ 0767.ｶ 0767. 

食料品                ｱ 0256.ｱ 0517.ｱ 0581.ｱ 0651. 

ｱ 0800.ｶ 0179.ｶ 0231.ｶ 0325.ｶ 0331.ｶ 0375. 

ｶ 0405.ｶ 0651.ｶ 0775.ｶ 0800.ｶ 0810.ｶ 0888. 

ｶ 0907.ｻ 0296.ｻ 0314.ｻ 0395.ｻ 0430.ｻ 0512. 

ｻ 0517.ｻ 0582.ｻ 0636.ｻ 0740.ｻ 0800.ｻ 0888. 

ｻ 0894.ﾀ 0150.ﾀ 0179.ﾀ 0220.ﾀ 0314.ﾀ 0395. 

ﾀ 0397.ﾀ 0430.ﾀ 0477.ﾀ 0636.ﾀ 0775.ﾀ 0888. 

除錆剤 ............................................................. ｱ 0650.ｶ 0650. 

除湿乾燥機 ......................................... ｱ 0590.ｶ 0590.ｻ 0420. 

除湿機 ........................................................................ ｻ 0574. 

書籍、冊子、リーフレット ....................................... ｱ 0459. 

ジョッキ（ガラス製） ............................................... ｶ 0401. 

食器洗浄機器 .......................... ｱ 0023.ｱ 0746.ｶ 0023.ｶ 0746. 

食器製造機械 .................................................. ｱ 0348.ｶ 0348. 

食器製造プラント ........................................... ｱ 0448.ｶ 0448. 

ショックアブソーバー .................................... ｻ 0250.ﾀ 0250. 

書道用品 .................................................................... ｻ 0174. 

ショートパンツ .............................................. ｻ 0192.ﾀ 0192. 

ショベルローダー ...................................................... ｶ 0437. 

シーラントフィルム ....................................... ｱ 0011.ｶ 0011. 

シリアルケーブル ........................................... ｱ 0475.ｻ 0475. 

シリカ系触媒担体 ........................................... ｱ 0711.ｶ 0711. 

シリカゲル ..................................................... ｱ 0711.ｶ 0711. 

シリカ繊維 ................................................................ ｻ 0635. 

シリコーン .................. ｱ 0709.ｶ 0709.ｶ 0812.ｻ 0709.ﾀ 0812. 

シリコーンアクリル樹脂塗料 .................................... ｱ 0608. 

シリコーン加工 ......................................................... ｱ 0846. 

シリコンカーバイド .................................................. ｻ 0612. 

シリコーンゴム .................................. ｱ 0709.ｶ 0709.ｻ 0709. 

シリコーンゴム加工・成形品 ............. ｱ 0709.ｶ 0709.ｻ 0709. 

シリコーンスチールコイル ....................................... ｶ 0596. 

シリコーンベーキングトレー ......................... ｶ 0812.ﾀ 0812. 

シリコンホース .............................................. ｻ 0880.ﾀ 0880. 

飼料                              ｱ 0163.ｶ 0088.ｻ 0088. 

ｻ 0163.ｻ 0843.ﾀ 0088.ﾀ 0843. 

シリンジポンプ ......................................................... ｶ 0442. 

シリンダーチューブ ....................................... ｱ 0770.ｻ 0770. 

シルク衣料品 ...................................... ｱ 0185.ｻ 0157.ｻ 0185. 

シルク関係商品 .............................................. ｻ 0678.ﾀ 0678. 

ジルコニアセラミックヤスリ .................................... ｱ 0483. 

ジルコニット ............................................................. ｶ 0626. 

シール材 ............................................. ｱ 0071.ｱ 0470.ｻ 0538. 

白キクラゲ ................................................................ ｻ 0170. 

白キクラゲ多糖体 ...................................................... ｱ 0170. 

白麦 ........................................................................... ｱ 0576. 

寝具                 ｱ 0205.ｶ 0205.ｶ 0557.ｻ 0050.ｻ 0117. 

ｻ 0155.ｻ 0174.ｻ 0406.ｻ 0468.ｻ 0503. 

ｻ 0557.ｻ 0582.ｻ 0652.ｻ 0848.ｻ 0850. 

ﾀ 0050.ﾀ 0117.ﾀ 0155.ﾀ 0367.ﾀ 0406. 

ﾀ 0503.ﾀ 0557.ﾀ 0652.ﾀ 0848.ﾀ 0850. 

真空押出成形機（窯業用） ....................................... ｻ 0767. 

真空乾燥機 ..................................................... ｱ 0590.ｶ 0590. 

真空蒸発濃縮装置 ................... ｱ 0126.ｱ 0478.ｶ 0126.ｶ 0478. 

真空熱処理炉 ............................................................. ｱ 0588. 

真空包装機 ................................................................ ｻ 0905. 

真空ポンプ .................. ｶ 0332.ｻ 0332.ｻ 0880.ﾀ 0332.ﾀ 0880. 

人工樹木 ............................................. ｻ 0049.ｻ 0907.ﾀ 0907. 

人工石製品 ..................................................... ｻ 0868.ﾀ 0868. 

人工竹 ............................................................ ｶ 0464.ﾀ 0464. 

人工木材デッキ ..........................................................ｻ 0110. 

人工木竹製品（プラスチック製） .................. ｱ 0232.ｶ 0232. 

人口ラタン ..................................................... ｻ 0103.ﾀ 0103. 

人材派遣業 ................................................................ ﾀ 0736. 

紳士靴 ................................................ ｻ 0245.ｻ 0699.ﾀ 0699. 

紳士服                      ｱ0404.ｱ0822.ｶ0404.ｶ0822. 

ｶ0877.ｻ0192.ｻ0230.ｻ0439.ｻ0822. 

ﾀ0077.ﾀ0192.ﾀ0230.ﾀ0439.ﾀ0503. 

紳士服（毛織物） ...................................................... ﾀ 0439. 

紳士服地（毛織物）             ｱ 0822.ｶ 0439.ｶ 0822. 

ｻ 0439.ｻ 0822.ﾀ 0439. 

紳士用外衣                        ｱ 0105.ｱ 0404.ｻ 0404. 

ｻ 0451.ｻ 0723.ｻ 0848.ﾀ 0439. 

紳士用下着、パジャマ類 .................... ｱ 0474.ｱ 0904.ｶ 0904. 

ｻ 0293.ｻ 0474.ｻ 0503. 

ｻ 0848.ｻ 0904.ﾀ 0503.ﾀ 0898. 

紳士用シャツ                            ｱ 0474.ｶ 0877. 

ｻ 0231.ｻ 0293.ｻ 0474.ｻ 0848. 

人造黒鉛 .................................................................... ｻ 0242. 

診断用試薬 ..................................................... ｱ 0073.ｱ 0309. 

                                  ｶ 0073.ｻ 0073.ｻ 0309. 

診断薬用酵素剤 .............................................. ｱ 0054.ｶ 0054. 

真鍮製品 .................................................................... ｻ 0242. 

心電計 ....................................................................... ｶ 0377. 

浸透印材 ......................................................... ｱ 0871.ｶ 0871. 

振動乾燥機 ..................................................... ｱ 0478.ｶ 0478. 

振動機部品 ................................................................ ｻ 0241. 

振動スクリーン ......................................................... ｻ 0708. 

振動ふるい機 .................................................. ｱ 0241.ｶ 0241. 

振動ミル ......................................................... ｱ 0478.ｶ 0478. 

振動流動層装置 .............................................. ｱ 0478.ｶ 0478. 

神仏具用ハタキ ......................................................... ｱ 0487. 

新聞、雑誌その他定期刊行物 ......................... ｻ 0299.ﾀ 0299. 

 

ス 
 

水圧転写システム ...................................................... ｶ 0065. 

水耕栽培用設備 ......................................................... ｱ 0508. 

水産加工食品                      ｱ 0581.ｶ 0179.ｶ 0581. 

                           ｻ 0183.ｻ 0581.ﾀ 0179.ﾀ 0395. 

水産加工品 ......................................... ｱ 0012.ｶ 0012.ﾀ 0220. 

水産資材 ................................. ｶ 0740.ｻ 0740.ﾀ 0028.ﾀ 0740. 

水産物                      ｱ 0012.ｱ 0183.ｱ 0581.ｶ 0012. 

ｶ0179.ｶ0183.ｶ0581.ｻ0150.ｻ0183.ｻ0231. 

ｻ0272.ｻ0314.ｻ0395.ｻ0430.ｻ0455.ｻ0512. 

ｻ0545.ｻ0581.ｻ0670.ｻ0692.ｻ0786.ﾀ0179. 

ﾀ0220.ﾀ0314.ﾀ0395.ﾀ0430.ﾀ0545.ﾀ0786. 

水産養殖用機器 .............................................. ｱ 0732.ｶ 0732. 

水質浄化システム事業 .............................................. ﾀ 0443. 

水質測定器 ................................................................ ﾀ 0427. 

水性塗料 .................................................................... ｱ 0238. 

水栓金具 .................................................................... ﾀ 0363. 

水素ガス発生装置 ...................................................... ｶ 0688. 

水素水生成器 ............................................................. ｱ 0440. 
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スイッチギア .................................................. ｱ 0015.ｶ 0015. 

スイッチギア用部品 .................................................. ｻ 0015. 

水道設備 ......................................................... ｻ 0688.ﾀ 0688. 

水道メーター .................................................. ｱ 0017.ｶ 0017. 

水道用減圧弁 .................................................. ｱ 0181.ｻ 0181. 

水道用制御弁 .................................................. ｱ 0184.ｶ 0184. 

スイートコーン（缶詰） ........................................... ｻ 0517. 

水門 ........................................................................... ｶ 0638. 

水溶性ウレタン ......................................................... ｶ 0317. 

水溶性研削剤 .................................................. ｱ 0568.ｶ 0568. 

水溶性切削剤 .................................................. ｱ 0568.ｶ 0568. 

水溶性フィルム .............................................. ｱ 0011.ｶ 0011. 

数値制御装置 ............................................................. ｱ 0166. 

スカーフ .................................................................... ｶ 0859. 

スカーフコンポーザー .................................... ｱ 0839.ｶ 0839. 

スキースーツ .................................................. ｻ 0192.ﾀ 0192. 

スキー用品 ..................................................... ｻ 0248.ﾀ 0248. 

スクリーン印刷機 ...................................................... ｶ 0382. 

スクリーン印刷 ......................................................... ｱ 0609. 

スターター .................. ｱ 0611.ｱ 0625.ｱ 0646.ｶ 0646.ｻ 0611. 

スタッド溶接機 .............................................. ｱ 0639.ｶ 0639. 

スタンドミラー .............................................. ｶ 0802.ｻ 0802. 

スタンプ ......................................................... ｱ 0328.ｶ 0328. 

スタンプ台 ..................................................... ｱ 0328.ｶ 0328. 

スタンプ部品 ............................................................. ｻ 0328. 

スチームトラップ ........................................... ｱ 0884.ｶ 0884. 

スチールグリット ............................... ｱ 0003.ｱ 0358.ｶ 0003. 

スチールショット ................... ｱ 0003.ｱ 0358.ｶ 0003.ｶ 0358. 

スチレン重合体 ......................................................... ｱ 0182. 

スチロール ................................................................ ｻ 0459. 

スーツケース（プラスチック製） ...... ｶ 0288.ｻ 0288.ﾀ 0288. 

スーツ（紳士用）                 ｱ 0404.ｱ 0822.ｶ 0404. 

ｶ0822.ｻ 0404.ｻ0822.ﾀ0077.ﾀ0439. 

スーツ（婦人用） ...................................................... ﾀ 0439. 

スツール .................................................................... ｻ 0503. 

ステアリングジョイント ................................ ｱ 0216.ｶ 0216. 

ステアリング部品 ...................................................... ｱ 0738. 

ステッカー ..................................................... ｱ 0802.ｶ 0802. 

ステッカーマグネット .................................... ｱ 0802.ｶ 0802. 

ステップモーター ...................................................... ｶ 0823. 

ステープル ................................................................ ｶ 0860. 

ステンレス鋳物 ......................................................... ｻ 0497. 

ステンレスカットワイヤー ....................................... ｻ 0003. 

ステンレス鋼材                ｱ 0014.ｱ 0354.ｱ 0635. 

ｶ0014.ｶ 0354.ｶ0596.ｻ0612.ｻ0803. 

ステンレス鋼線 .............................................. ｱ 0354.ｶ 0354. 

ステンレスショット .................................................. ｻ 0003. 

ステンレス製品 .............................................. ｻ 0032.ｻ 0242. 

ステンレス繊維 ......................................................... ｱ 0635. 

ステンレスセンターレスロッド ................................ ｱ 0770. 

ステンレスチューブ .................................................. ｱ 0770. 

ステンレス製ねじ金具 ............................................... ｻ 0063. 

ステンレス部材 ......................................................... ｻ 0612. 

ステンレス六角穴付きボルト ......................... ｱ 0061.ｶ 0061. 

ストッカー装置 .............................................. ｱ 0263.ｶ 0263. 

ストーブ及び加熱器                ｱ 0574.ｱ 0612.ｱ 0760. 

       ｱ 0835.ｶ 0258.ｶ 0574.ｶ 0612. 

       ｶ 0760.ｶ 0849.ｻ 0035.ｻ 0321. 

       ｻ 0574.ｻ 0760.ｻ 0849.ﾀ 0849. 

ストリートオルガン ....................................... ｻ 0519.ﾀ 0519. 

ストリップ（ゴム製） .............................................. ｻ 0768. 

ストール .................................................................... ｶ 0859. 

ストレージ製品 .............................................. ｱ 0668.ｶ 0668. 

ストレッチ織物 ......................................................... ｶ 0631. 

砂（天然） ............................. ｱ 0543.ｻ 0122.ｻ 0543.ﾀ 0122. 

砂固化材 .................................................................... ﾀ 0317. 

スナック菓子 .................................................. ｱ 0779.ｶ 0779. 

スニーカー ..................................................... ｻ 0139.ﾀ 0139. 

スノーボードウエア ....................................... ｻ 0192.ﾀ 0192. 

スパイラルスプリング .............................................. ｱ 0673. 

スパッツ .................................................................... ｻ 0523. 

スプレードライヤー ....................................... ｱ 0767.ｶ 0767. 

スプーン ......................................................... ｱ 0802.ｶ 0802. 

スポーツウエア ........... ｶ 0848.ｻ 0192.ｻ 0231.ﾀ 0192.ﾀ 0236. 

スポーツバッグ ......................................................... ｻ 0248. 

スポーツ用ネット ............................... ｱ 0209.ｱ 0575.ｱ 0783. 

スポーツ用品               ｱ 0060.ｱ 0329.ｶ 0060.ｶ 0329. 

ｻ 0060.ｻ 0160.ｻ 0245.ｻ 0248.ｻ 0301. 

ｻ 0329.ｻ 0688.ﾀ 0090.ﾀ 0160.ﾀ 0248. 

ズボン（紳士用） ........................................... ｱ 0404.ｻ 0404. 

炭 ........................................................ ｻ 0463.ｻ 0907.ﾀ 0463. 

墨絵蝋燭 .................................................................... ｱ 0774. 

スモークレスワゴン .................................................. ｱ 0362. 

素焼あられ ................................................................ ｻ 0744. 

スリッパ ......................................................... ｻ 0406.ﾀ 0406. 

３Ｄプリンター ......................................................... ｻ 0857. 

スリーブ成形機 ......................................................... ｱ 0662. 

スルメ ............................................................ ｻ 0220.ﾀ 0220. 

スレート .................................................................... ｻ 0602. 

スロットルボディ ...................................................... ｱ 0006. 

スロットルボディ部品 .............................................. ｶ 0006. 

 

セ 
 

生花 .................................................... ｶ 0212.ｶ 0276.ｻ 0395. 

製缶品 .................................... ｱ 0593.ｱ 0763.ｶ 0763.ｻ 0593. 

制御機器                       ｱ 0041.ｱ 0079.ｱ 0321. 

ｱ 0343.ｱ 0432.ｱ 0559.ｱ 0641.ｶ 0041. 

ｶ 0321.ｶ 0343.ｶ 0432.ｶ 0554.ｶ 0832. 

ｻ 0427.ｻ 0832.ﾀ 0427.ﾀ 0832.ﾀ 0895. 

制御機器部品 ...................................... ｻ 0427.ﾀ 0427.ﾀ 0895. 

制御盤用クーラー ...................................................... ﾀ 0427. 

成形機（ゴム・プラスチック用） .................. ｱ 0035.ｱ 0273. 

ｱ0304.ｱ0358.ｱ0446.ｱ0662.ｱ0755.ｱ0830. 

ｶ0035.ｶ0273.ｶ0304.ｶ0420.ｶ0446.ｶ0755. 

ｶ0790.ｶ0830.ｻ0249.ｻ0305.ｻ0446.ﾀ0420. 

製材機械 .................................................................... ﾀ 0700. 

製材品                            ｱ 0424.ｶ 0167.ｻ 0167. 

                     ｻ 0424.ｻ 0604.ｻ 0793.ﾀ 0167.ﾀ 0604. 

製紙関連機械 .................................................. ｱ 0082.ｱ 0664. 

                                  ｶ 0082.ｶ 0664.ｻ 0082. 

清浄綿 ................................................ ｱ 0143.ｶ 0143.ｻ 0143. 

制振材 ............................................................ ｱ 0071.ｻ 0071. 

生鮮魚                                  ｱ 0012.ｶ 0012. 

                           ｻ 0545.ｻ 0670.ｻ 0692.ﾀ 0545. 

生鮮果実 ......................................................... ｶ 0314.ｻ 0395. 
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生鮮野菜 .................................................................... ｻ 0395. 

生鮮肉 ........................................................................ ﾀ 0310. 

製造設備用機材              ｱ 0162.ｶ 0083.ｶ 0094.ｶ 0162. 

ｶ 0315.ｶ 0757.ｶ 0814.ｻ 0315.ﾀ 0315. 

清掃用ハタキ ............................................................. ｱ 0487. 

清掃用品 .................................................................... ｱ 0855. 

静電気防止アクセスフロア ............................ ｶ 0402.ﾀ 0402. 

青銅合金 .................................................................... ｶ 0181. 

青銅合金インゴット .................................................. ｶ 0181. 

整髪料 ............................................................. ｶ 0659.ﾀ 0659. 

製パン製菓原材料 ...................................................... ﾀ 0744. 

製氷機 ............................................................. ｱ 0746.ｶ 0746. 

製品取出しロボット ........................... ｱ 0380.ｶ 0380.ｶ 0420. 

製袋自動包装機 .............................................. ｱ 0394.ｶ 0394. 

精密金型 ................................. ｱ 0279.ｱ 0428.ｶ 0279.ｻ 0279. 

精密機械部品                            ｱ 0279.ｱ 0359. 

                           ｶ 0262.ｶ 0279.ｻ 0279.ｻ 0490. 

精密金属加工部品                        ｱ 0042.ｱ 0075. 

                           ｱ 0390.ｶ 0042.ｶ 0390.ｻ 0857. 

精密減速機 ..................................................... ｱ 0191.ｶ 0191. 

精密切削加工品 ...................... ｱ 0713.ｶ 0473.ｶ 0713.ｻ 0473. 

精密線ばね ......................................... ｱ 0806.ｶ 0806.ｻ 0806. 

精密測定機器 .................................................. ｶ 0844.ﾀ 0844. 

精密鍛造歯車 .................................................. ｱ 0142.ｶ 0142. 

精密鋳造品 ................................................................ ｻ 0441. 

精密歯車 ......................................................... ｱ 0191.ｶ 0191. 

精密部品加工 ............................................................. ｱ 0262. 

精密プラスチック製品 ............................................... ｱ 0472. 

精密プレス品 ............................................................. ｱ 0233. 

精密油圧サーボバルブ ............................................... ｻ 0125. 

精密冷間圧造品 .............................................. ｱ 0713.ｶ 0713. 

精密割出装置 .......................... ｱ 0191.ｱ 0449.ｶ 0191.ｶ 0449. 

整理タンス ................................................................ ｻ 0457. 

整流器 ............................................................. ｱ 0479.ｶ 0479. 

清涼飲料 .................................................................... ｻ 0179. 

石英ガラス製品 ......................................................... ｱ 0796. 

赤外線温度計 ...................................... ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

赤外線灯 .................................................................... ｱ 0169. 

石材                         ｻ 0021.ｻ0151.ｻ0323.ｻ0463.

ｻ 0464.ｻ0602.ｻ0801.ﾀ0021. 

ﾀ 0323.ﾀ 0463.ﾀ 0464.ﾀ 0602. 

石材製品                    ｱ 0131.ｱ 0154.ｱ 0339.ｱ 0483.

ｱ 0599.ｱ 0657.ｱ 0720.ｶ 0131.ｶ 0154.

ｶ 0339.ｶ 0422.ｶ 0483.ｶ 0599.ｶ 0657.

ｶ 0689.ｶ 0720.ｻ 0021.ｻ 0131.ｻ 0151.

ｻ 0276.ｻ 0317.ｻ 0339.ｻ 0483.ｻ 0599.

ｻ 0689.ｻ 0720.ｻ 0868.ﾀ 0021.ﾀ 0151.

ﾀ 0317.ﾀ 0689.ﾀ 0700.ﾀ 0801.ﾀ 0868. 

石製雑貨 ......................................................... ｻ 0317.ﾀ 0317. 

積層板 ........................................................................ ﾀ 0825. 

積層木材 ................................. ｶ 0021.ｻ 0409.ﾀ 0409.ﾀ 0825. 

石油化学製品         ｱ 0011.ｱ 0027.ｱ 0037.ｱ 0058.ｱ 0065.

ｱ 0078.ｱ 0116.ｱ 0165.ｱ 0182.ｱ 0193.

ｱ 0195.ｱ 0204.ｱ 0224.ｱ 0232.ｱ 0292.

ｱ 0306.ｱ 0350.ｱ 0418.ｱ 0436.ｱ 0440.

ｱ 0444.ｱ 0467.ｱ 0472.ｱ 0494.ｱ 0511.

ｱ 0528.ｱ 0573.ｱ 0580.ｱ 0593.ｱ 0656.

ｱ 0709.ｱ 0714.ｱ 0727.ｱ 0741.ｱ 0742.

ｱ 0759.ｱ 0781.ｱ 0808.ｱ 0811.ｱ 0824.

ｱ 0846.ｱ 0874.ｱ 0909.ｶ 0011.ｶ 0037.

ｶ 0051.ｶ 0059.ｶ 0065.ｶ 0099.ｶ 0116.

ｶ 0124.ｶ 0144.ｶ 0150.ｶ 0177.ｶ 0198.

ｶ 0203.ｶ 0204.ｶ 0224.ｶ 0232.ｶ 0237.

ｶ 0239.ｶ 0274.ｶ 0275.ｶ 0276.ｶ 0283.

ｶ 0288.ｶ 0292.ｶ 0306.ｶ 0326.ｶ 0327.

ｶ 0350.ｶ 0367.ｶ 0383.ｶ 0387.ｶ 0413.

ｶ 0414.ｶ 0417.ｶ 0436.ｶ 0444.ｶ 0464.

ｶ 0472.ｶ 0498.ｶ 0505.ｶ 0511.ｶ 0528.

ｶ 0539.ｶ 0580.ｶ 0656.ｶ 0709.ｶ 0727.

ｶ 0733.ｶ 0741.ｶ 0744.ｶ 0759.ｶ 0785.

ｶ 0808.ｶ 0812.ｶ 0821.ｶ 0846.ｶ 0847.

ｶ 0874.ｶ 0909.ｻ 0008.ｻ 0011.ｻ 0022.

ｻ 0027.ｻ 0037.ｻ 0058.ｻ 0065.ｻ 0099.

ｻ 0103.ｻ 0110.ｻ 0116.ｻ 0150.ｻ 0153.

ｻ 0177.ｻ 0188.ｻ 0198.ｻ 0204.ｻ 0224.

ｻ 0248.ｻ 0283.ｻ 0285.ｻ 0288.ｻ 0289.

ｻ 0292.ｻ 0295.ｻ 0303.ｻ 0306.ｻ 0311.

ｻ 0326.ｻ 0327.ｻ 0350.ｻ 0402.ｻ 0413.

ｻ 0414.ｻ 0417.ｻ 0418.ｻ 0436.ｻ 0444.

ｻ 0467.ｻ 0494.ｻ 0498.ｻ 0505.ｻ 0580.

ｻ 0593.ｻ 0669.ｻ 0682.ｻ 0688.ｻ 0709.

ｻ 0740.ｻ 0741.ｻ 0755.ｻ 0759.ｻ 0781.

ｻ 0821.ｻ 0841.ｻ 0846.ｻ 0847.ｻ 0880.

ﾀ 0008.ﾀ 0022.ﾀ 0103.ﾀ 0124.ﾀ 0144.

ﾀ 0150.ﾀ 0153.ﾀ 0177.ﾀ 0188.ﾀ 0203.

ﾀ 0239.ﾀ 0248.ﾀ 0283.ﾀ 0285.ﾀ 0288.

ﾀ 0303.ﾀ 0326.ﾀ 0327.ﾀ 0367.ﾀ 0402.

ﾀ 0405.ﾀ 0417.ﾀ 0464.ﾀ 0498.ﾀ 0499.

ﾀ 0505.ﾀ 0539.ﾀ 0669.ﾀ 0723.ﾀ 0725.

ﾀ 0740.ﾀ 0812.ﾀ 0821.ﾀ 0825.ﾀ 0880. 

石油ガスその他のガス状炭化水素 ...... ｻ 0809.ﾀ 0346.ﾀ 0356. 

石油ストーブ .................................................. ｱ 0574.ｶ 0574. 

石油精製品 ..................................................... ｻ 0327.ﾀ 0327. 

石油製品 .................................................................... ｱ 0369. 

ｱ 0486.ｱ 0568.ｱ 0650.ｱ 0698.ｶ 0369.ｶ 0486. 

ｶ 0568.ｶ 0640.ｶ 0650.ｶ 0698.ｶ 0717.ｻ 0315. 

ｻ 0327.ｻ 0369.ｻ 0498.ｻ 0688.ｻ 0717.ｻ 0809. 

ｻ 0852.ﾀ 0320.ﾀ 0327.ﾀ 0346.ﾀ 0688.ﾀ 0725. 

石油ファンヒーター ....................................... ｱ 0574.ｶ 0574. 

石油ボイラー .................................................. ｱ 0574.ｶ 0574. 

セキュリティ機器 ...................................................... ｶ 0564. 

セキュリティシステム ................................... ｱ 0813.ｶ 0813. 

セーター ................................. ｱ 0157.ｻ 0313.ｻ 0848.ﾀ 0503. 

絶縁用品 ............................................. ｶ 0825.ﾀ 0538.ﾀ 0825. 

絶縁チューブ ............................................................. ｶ 0825. 

絶縁ワニス ................................................................ ｶ 0825. 

石灰 ............................................................................ｻ 0110. 

節句（桃・端午）品手入れセット ............................. ｱ 0487. 

設計図及び図案 .............................................. ｱ 0655.ｻ 0769. 

石鹸 ................................................................ ｶ 0018.ﾀ 0018. 

石膏 ......................................... ｱ 0657.ｶ 0657.ｻ 0114.ｻ 0657. 

溶接金具 ............................................. ｱ 0434.ｶ 0434.ｻ 0434. 

切削加工 .................................................................... ｱ 0307. 

切削加工品 ..................................................... ｱ 0593.ｻ 0593. 

切削工具             ｱ 0034.ｱ 0141.ｱ 0423.ｱ 0482.ｱ 0599. 

ｱ 0643.ｱ 0717.ｱ 0747.ｶ 0034.ｶ 0094. 
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ｶ 0141.ｶ 0423.ｶ 0482.ｶ 0599.ｶ 0643. 

ｶ 0654.ｶ 0717.ｶ 0747.ｻ 0003.ｻ 0141. 

ｻ 0305.ｻ 0342.ｻ 0423.ｻ 0482.ｻ 0599. 

ｻ 0654.ｻ 0710.ｻ 0717.ｻ 0747.ﾀ 0083. 

ﾀ 0094.ﾀ 0552.ﾀ 0600.ﾀ 0654.ﾀ 0814. 

切削工具材料 ............................................................. ｻ 0482. 

切削工具部品 ............................................................. ｶ 0747. 

切削剤 ............................................................. ｱ 0650.ｶ 0650. 

切削油 ................................................. ｱ 0369.ｶ 0369.ｻ 0369. 

切削油供給システム ........................... ｱ 0717.ｶ 0717.ｻ 0717. 

切断機 ............................................................. ｱ 0657.ｱ 0771. 

                                  ｱ 0876.ｶ 0657.ｶ 0876. 

切断砥石 ......................................................... ｱ 0131.ｶ 0131. 

接着剤                                   ｱ 0071.ｱ 0201.

ｱ 0350.ｱ 0434.ｱ 0470.ｶ 0071.ｶ 0201.ｶ 0283.

ｶ 0350.ｶ 0408.ｶ 0434.ｶ 0821.ｻ 0285.ｻ 0315.

ｻ 0434.ｻ 0498.ｻ 0538.ﾀ 0408.ﾀ 0498.ﾀ 0725. 

Ｚスクリューコンプレッサー .................................... ﾀ 0033. 

設備部品 ......................................................... ｱ 0162.ｶ 0162. 

切粉搬送装置 ............................................................. ｱ 0316. 

セメント系人造石 ........................................... ｻ 0868.ﾀ 0868. 

セラミック応用製品                ｱ 0611.ｱ 0646.ｱ 0804. 

                                  ｶ 0611.ｶ 0646.ｶ 0804. 

セラミックグリーンシート穿孔機 .................. ｱ 0876.ｶ 0876. 

セラミック研磨石 ...................................................... ｱ 0271. 

セラミックコンデンサー ........................................... ｱ 0440. 

セラミックシート ...................................................... ｱ 0611. 

セラミックスイッチカバー ....................................... ｱ 0032. 

セラミック製散気管 ....................................... ｱ 0804.ｶ 0804. 

セラミックヒーター .................................................. ｻ 0035. 

セラミックフィルター .................................... ｱ 0804.ｶ 0804. 

セラミックフォーム .................................................. ｱ 0611. 

セラミック部品 .............................................. ｱ 0657.ｶ 0657. 

セラミックプレート ....................................... ｱ 0611.ｶ 0611. 

ゼリー菓子 ............................. ｱ 0371.ｱ 0890.ｶ 0371.ｻ 0455. 

セールスプロモーション製品                     ｱ 0866. 

ｶ 0536.ｶ 0866.ｻ 0248.ｻ 0866. 

セルロース遮音ボード ............................................... ｻ 0110. 

セルロース断熱材 ...................................................... ｻ 0110. 

セルロースフィルム ....................................... ｱ 0727.ｶ 0727. 

繊維押出機 ..................................................... ｶ 0740.ﾀ 0740. 

繊維界面活性剤 .............................................. ｶ 0740.ﾀ 0740. 

繊維機械                          ｱ 0570.ｱ 0712.ｶ 0570. 

                            ｶ 0712.ｶ 0740.ｻ 0712.ﾀ 0740. 

繊維機械部品                             ｱ 0712.ｶ 0640. 

ｶ0712.ｶ0740.ｻ0712.ｻ0874.ﾀ0740.ﾀ0867. 

繊維生地                    ｱ 0667.ｱ 0676.ｱ 0677. 

ｱ0788.ｱ0822.ｶ0051.ｶ0245.ｶ0285.ｶ0290. 

ｶ0337.ｶ0407.ｶ0439.ｶ0453.ｶ0557.ｶ0582. 

ｶ0676.ｶ0677.ｶ0756.ｶ0822.ｶ0859.ｻ0077. 

ｻ0095.ｻ0174.ｻ0245.ｻ0285.ｻ0438.ｻ0439. 

ｻ0451.ｻ0453.ｻ0468.ｻ0503.ｻ0557.ｻ0582. 

ｻ0595.ｻ0667.ｻ0676.ｻ0677.ｻ0788.ｻ0822. 

ﾀ0077.ﾀ0095.ﾀ0245.ﾀ0285.ﾀ0438.ﾀ0439. 

ﾀ0453.ﾀ0468.ﾀ0503.ﾀ0557.ﾀ0561.ﾀ0792. 

繊維原料                     ｶ 0051.ｶ 0419.ｶ 0503. 

ｶ0567.ｶ 0582.ｻ0419.ｻ0582.ｻ0591. 

ｻ0674.ｻ 0848.ﾀ0419.ﾀ0582.ﾀ0591. 

繊維原料調合装置 ........................................... ｱ 0425.ｶ 0425. 

繊維雑貨                    ｱ 0289.ｶ 0246.ｻ 0702.ﾀ 0236.

ﾀ 0246.ﾀ 0780. 

繊維製品                    ｱ 0667.ｶ 0470.ｻ 0245.ｻ 0430. 

ｻ0468.ｻ0561.ｻ0582.ｻ0591.ｻ0667. 

ｻ0898.ﾀ0245.ﾀ0398.ﾀ0430.ﾀ0451. 

ﾀ0468.ﾀ0561.ﾀ0582.ﾀ0591.ﾀ0848. 

繊維特殊加工品 ......................................................... ｱ 0043. 

繊維板 ............................................................ ｱ 0617.ﾀ 0409. 

繊維ぼろ及び屑 ......................................................... ｱ 0340. 

ｶ 0051.ｶ 0340.ｻ 0340.ﾀ 0419. 

繊維用仕上剤 ............................................................. ﾀ 0725. 

線鋼材（鉄） ...................................... ｶ 0600.ｶ 0857.ﾀ 0857. 

センサー              ｱ 0017.ｱ 0263.ｱ 0554.ｱ 0642.ｱ 0646. 

ｱ0769.ｶ0017.ｶ0263.ｶ0522.ｶ0554. 

ｶ 0646.ｶ 0769.ｻ 0081.ｻ 0554.ｻ0630. 

洗剤                              ｱ 0650.ｱ 0698.ｶ 0568. 

ｶ 0598.ｶ 0650.ｶ 0698.ｻ 0548.ｻ 0837.ﾀ 0598. 

洗剤原料 .................................................................... ｻ 0548. 

洗車機械 ......................................................... ｱ 0312.ｶ 0312. 

洗車機用ブラシ .................................. ｱ 0312.ｶ 0312.ｻ 0312. 

繊獣毛及び粗獣毛 ........................................... ｶ 0591.ｻ 0052. 

                                 ｻ 0591.ｻ 0799.ﾀ 0052. 

洗浄液 ............................................................ ｱ 0698.ｶ 0698. 

洗浄機 ............................................................ ｱ 0040.ｱ 0316. 

                                  ｶ 0040.ｻ 0137.ﾀ 0137. 

染色加工 ......................................................... ｱ 0387.ｶ 0387. 

染色用機械 ................................................................ ｱ 0510. 

染色試験機 ..................................................... ｱ 0510.ｶ 0510. 

染色助剤 ......................................................... ｶ 0725.ﾀ 0725. 

扇子 ........................................................................... ｱ 0364. 

扇子骨竹材 ................................................................ ｻ 0364. 

センタレス研削盤 ........................................... ｱ 0488.ｶ 0400. 

センターレス製品 ...................................................... ｱ 0378. 

センタレスベルト研剤盤 ........................................... ｶ 0488. 

銑鉄鋳物 .................................................................... ｱ 0497. 

銑鉄及びスピーゲル .................................................. ｶ 0443. 

青果物鮮度保持フィルム ................................ ｱ 0741.ｶ 0741. 

船舶、浮き構造物 ...................................................... ｻ 0640. 

船舶関連機器 ............................................................. ｻ 0640. 

船舶用ロープ ............................................................. ｱ 0508. 

線ばね ............................................................ ｱ 0251.ｶ 0251. 

旋盤 ............................. ｱ 0703.ｱ 0754.ｶ 0703.ｶ 0754.ﾀ 0094. 

扇風機 ....................................................................... ｻ 0574. 

煎餅 ................................................................ ｱ 0366.ｶ 0366. 

専用機                ｱ 0178.ｱ 0262.ｱ 0281.ｱ 0412.ｱ 0488. 

ｱ0573.ｱ0769.ｱ0771.ｶ0281.ｶ0412. 

ｶ0769.ｻ0558.ﾀ0558.ﾀ0700.ﾀ0829. 

専用機部品 ................................................................ ｶ 0412. 

専用機用ホルダー ........................................... ｱ 0130.ｶ 0130. 

専用工具                    ｱ 0075.ｱ 0891.ｶ 0422.ｶ 0506. 

ｶ 0801.ｶ 0891.ｻ 0688.ｻ 0826.ﾀ0331. 

専用工作機械          ｱ 0042.ｱ 0166.ｱ 0257.ｱ 0560.ｱ 0620. 

ｱ0754.ｶ0042.ｶ0166.ｶ0257.ｶ0400. 

ｶ0620.ｶ0754.ｻ0560.ｻ0820.ﾀ0842. 

その他の専用工作機械 ................................... ｱ 0560.ｻ 0560. 

染料 .................................................... ｶ 0725.ｻ 0725.ﾀ 0725. 

染料中間物 ..................................................... ｶ 0725.ﾀ 0725. 
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ソ 
 

漕                    ｱ0126.ｱ0494.ｱ0593.ｱ0763.ｶ0126. 

ｶ0173.ｶ0763.ｻ0232.ｻ0593.ﾀ0173. 

造園用資材 ................................................................ ｻ 0837. 

造花 .................................................... ｻ 0049.ｻ 0907.ﾀ 0907. 

造形機                ｱ 0040.ｱ 0079.ｱ 0358.ｶ 0040.ｶ 0079. 

ｶ0358.ｶ 0400.ｶ0583.ｻ0358.ｻ0732. 

総合商社                          ｶ 0092.ｶ 0399.ｻ 0092. 

                           ｻ 0399.ﾀ 0092.ﾀ 0399.ﾀ 0809. 

総合設備工事 .................................................. ｱ 0778.ｶ 0778. 

惣菜加工品 ..................................................... ｱ 0012.ｶ 0012. 

葬祭用具 ............................................. ｻ 0021.ﾀ 0021.ﾀ 0045. 

掃除機用部材 ............................................................. ｻ 0892. 

装飾・美術品 .................................................. ｱ 0657.ｶ 0657. 

装飾品（ガラス製） ....................................... ｻ 0072.ﾀ 0072. 

装飾品（卑金属製） ....................................... ｱ 0418.ｻ 0418. 

装飾品（陶磁器製） .................................................. ｱ 0032. 

装飾品（木製）                          ｱ 0802.ｶ 0802. 

                           ｻ 0021.ｻ 0045.ｻ 0198.ﾀ 0045. 

装飾用羽根 ................................................................ ｱ 0487. 

送信機器 ................................. ｶ 0245.ｻ 0243.ﾀ 0243.ﾀ 0245. 

送風機 ........................................................................ ｱ 0881. 

そうめん ......................................................... ｱ 0221.ｶ 0221. 

測色計 ........................................................................ ｶ 0101. 

測定器                     ｱ 0113.ｱ 0141.ｱ 0166.ｱ 0316. 

 ｱ 0493.ｱ 0590.ｱ 0761.ｱ 0771.ｶ 0141. 

 ｶ 0166.ｶ 0479.ｶ 0590.ｶ 0640.ｶ 0761. 

測定工具 .................................................................... ﾀ 0814. 

測量機器 ................................. ｱ 0761.ｶ 0094.ｶ 0761.ｻ 0761. 

ソケット（磁器製） .................................................. ｱ 0032. 

ソース ............................................................. ｱ 0190.ｱ 0256. 

ソーダ灰 .................................................................... ｻ 0543. 

ソックス ............................................. ｱ 0474.ｻ 0174.ｻ 0474. 

ソナー ............................................................. ｱ 0374.ｶ 0374. 

ソファー ............................................. ｻ 0108.ｻ 0300.ﾀ 0300. 

ソフト家具 ................................................................ ﾀ 0108. 

ソフトバッグ .................................................. ｻ 0288.ﾀ 0288. 

梳毛織物 ......................................................... ｶ 0631.ﾀ 0631. 

ソーラー発電用機器 ............... ｻ 0402.ｻ 0501.ﾀ 0333.ﾀ 0402. 

ソーラーパネル .................................. ｻ 0402.ｻ 0501.ﾀ 0402. 

ソレノイド ............................. ｱ 0389.ｶ 0389.ｻ 0389.ｻ 0522. 

 

タ 
 

ダイアフラムポンプ                             ｱ 0767. 

ｶ 0332.ｶ 0767.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

ダイオード ................................................................ ｶ 0093. 

ダイカスト ..................................................... ｻ 0669.ﾀ 0669. 

ダイカスト鋳造機 ...................................................... ｶ 0400. 

耐火繊維 .................................................................... ｻ 0635. 

耐火断熱材 ................................................................ ﾀ 0538. 

耐火粘土 .................................................................... ｻ 0628. 

耐火物                            ｱ 0129.ｱ 0657.ｶ 0200. 

                           ｶ 0657.ｻ 0014.ｻ 0357.ｻ 0834. 

耐火物原料 ......................................... ｱ 0817.ｶ 0817.ｻ 0817. 

耐火窯業製品                           ｱ 0129.ｱ 0657. 

ｱ0817.ｱ0873.ｶ0200.ｶ0657.ｶ0817. 

ｻ0014.ｻ0357.ｻ0834.ﾀ0200.ﾀ0538. 

耐火煉瓦 ......................................................... ｱ 0817.ｶ 0817. 

ダイカスト用金型 ................... ｱ 0287.ｱ 0423.ｶ 0423.ｶ 0833. 

太鼓（和太鼓） ......................................................... ｱ 0751. 

大根（乾燥） ............................................................. ｻ 0210. 

大根（塩蔵） ............................................................. ｻ 0532. 

大根種子 .................................................................... ｻ 0007. 

耐酸煉瓦 .................................................................... ｱ 0873. 

耐衝撃窓 .................................................................... ｶ 0280. 

大豆 ........................................................................... ｻ 0666. 

大豆飲料 .................................................................... ｱ 0171. 

ダイスガイド .................................................. ｻ 0303.ﾀ 0303. 

ダイストマト ............................................................. ｻ 0256. 

タイツ ....................................................................... ﾀ 0780. 

耐電防止剤入りブラシ ................................... ｱ 0312.ｶ 0312. 

台所用品                   ｱ 0023.ｱ 0258.ｶ 0023.ｶ 0383. 

ｶ 0690.ｻ 0258.ｻ 0334.ｻ 0383. 

ｻ 0702.ｻ 0907.ﾀ 0334.ﾀ 0702. 

台所用品（陶磁器製） ................................... ｶ 0334.ｶ 0383. 

台所用品（プラスチック製） ......................... ｱ 0656.ｶ 0656. 

耐熱ガラス繊維テープ ................................... ｱ 0635.ｶ 0635. 

耐熱食器 .................................................................... ｱ 0338. 

耐熱鋳鋼 .................................................................... ｻ 0612. 

タイプライター ......................................................... ｱ 0728. 

耐摩耗鋳物 ................................................................ ｱ 0358. 

タイミングベルト ...................................................... ｶ 0823. 

タイミングベルトテンショナー ..................... ｱ 0039.ｶ 0039. 

タイムスイッチ ......................................................... ｶ 0195. 

タイヤ（ゴム製）     ｶ 0100.ｻ 0100.ｻ 0118.ｻ 0153.ｻ 0250. 

ｻ 0320.ｻ 0345.ｻ 0563.ｻ 0768.ｻ 0792.

ﾀ 0100.ﾀ 0250.ﾀ 0320.ﾀ 0563.ﾀ 0792. 

タイヤショベル ......................................................... ﾀ 0345. 

タイヤ（中古・再生） ｶ 0214.ｶ 0231.ｶ 0237.ｶ 0768.ﾀ 0768. 

タイヤ破砕設備 .................................. ｱ 0708.ｶ 0708.ｻ 0708. 

ダイヤモンド工具                        ｱ 0599.ｱ 0657. 

                                  ｶ 0599.ｶ 0657.ｻ 0599. 

ダイヤモンドコンパクトバイト ......... ｱ 0599.ｶ 0599.ｻ 0599. 

ダイヤモンドＣＢＮ燃結切削工具 .................. ｱ 0482.ｶ 0482. 

ダイヤモンド切削工具 ................................... ｱ 0482.ｶ 0482. 

ダイヤモンド砥石 ........................................... ｱ 0131.ｱ 0599. 

                                  ｶ 0131.ｶ 0599.ｻ 0599. 

ダイヤモンドバイト ........................... ｱ 0599.ｶ 0599.ｻ 0599. 

ダイヤモンドパウダー .............................................. ｻ 0599. 

ダイヤモンドヤスリ ........................... ｱ 0599.ｶ 0599.ｻ 0599. 

太陽電池製造設備 ...................................................... ｶ 0622. 

大理石 ................................................ ｻ 0021.ｻ 0602.ﾀ 0021. 

タイル（コルク製） .................................................. ｻ 0285. 

タイル自動紙貼機 ...................................................... ｱ 0739. 

タイル成形用金型 ...................................................... ｱ 0643. 

タイル製造プラント ....................................... ｱ 0448.ｶ 0448. 

タイル（天然石） ...................................................... ﾀ 0801. 

タイル（陶磁器製）                 ｶ 0013.ｶ 0246. 

ｶ0422.ｶ0602.ｶ0801.ｻ0013.ｻ0422. 

ｻ0602.ｻ0801.ｻ0868.ﾀ0013.ﾀ0246. 

ﾀ0422.ﾀ0602.ﾀ0801.ﾀ0868.ﾀ0908. 

タイル用工具 .................................................. ｶ 0422.ｶ 0801. 

タイル用接着剤 .............................................. ｱ 0201.ｶ 0201. 
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田植機 ........................................................................ ｶ 0563. 

ダウンジャケット ........................................... ｻ 0503.ﾀ 0503. 

ダウン羽織 ................................................................ ﾀ 0503. 

タオル                                  ｻ 0174.ｻ 0293. 

                           ｻ 0503.ｻ 0894.ﾀ 0503.ﾀ 0780. 

タオルケット ...................................... ｻ 0174.ｻ 0503.ﾀ 0503. 

駄菓子 ............................................................. ｶ 0375.ﾀ 0375. 

打楽器 ................................................. ｱ 0751.ｶ 0748.ｻ 0748. 

ダクタイル鋳鉄 ......................................................... ｱ 0497. 

竹串 ................................................................ ｻ 0120.ﾀ 0120. 

竹材 ................................................................ ｶ 0464.ｻ 0464. 

竹集成材 ......................................................... ｻ 0463.ﾀ 0463. 

竹炭 .................................................... ｻ 0463.ｻ 0907.ﾀ 0463. 

竹製品                      ｶ 0463.ｶ 0464.ｻ 0456.ｻ 0463. 

ｻ 0464.ｻ 0476.ﾀ 0456.ﾀ 0463.ﾀ 0464. 

竹・竹材 ............................................. ｻ 0456.ﾀ 0456.ﾀ 0464. 

筍（缶詰） ..................................................... ｱ 0517.ｻ 0517. 

たこ ........................................................................... ｻ 0183. 

だしの素 .................................................................... ｱ 0879. 

多層チューブフィルム ............................................... ｱ 0811. 

畳 .................................................................... ｱ 0584.ｶ 0907. 

畳消毒乾燥機 .................................................. ｱ 0525.ｶ 0525. 

畳製造機械 ......................................... ｱ 0525.ｶ 0525.ｻ 0525. 

畳縫着機 ......................................................... ｱ 0525.ｶ 0525. 

だちょうの羽毛 ......................................................... ｻ 0487. 

タッグ ................................................. ｱ 0772.ｶ 0772.ｻ 0772. 

脱脂洗浄剤 ..................................................... ｱ 0650.ｶ 0650. 

脱脂綿 ............................................................. ｻ 0379.ﾀ 0379. 

脱臭剤 ........................................................................ ｻ 0765. 

脱水機 ............................................................. ｻ 0137.ﾀ 0137. 

脱水濾過装置 .................................................. ｱ 0295.ｶ 0295. 

建具 ........................................................................... ｻ 0793. 

多頭式刺繍機 .......................... ｱ 0679.ｶ 0466.ｶ 0679.ﾀ 0466. 

棚受金具 .................................................................... ｻ 0233. 

種蜂（生体） ............................................................. ｱ 0199. 

足袋 ........................................................................... ｻ 0293. 

タービンポンプ .............................................. ｱ 0196.ｶ 0196. 

ターボチャージャー部品 ........................................... ｶ 0428. 

ターボファン ............................................................. ﾀ 0880. 

卵（加工品） ...................................... ｶ 0812.ｻ 0812.ﾀ 0812. 

卵（殻付） ............................. ｱ 0517.ｶ 0740.ﾀ 0299.ﾀ 0740. 

卵粉末製品 ......................................... ｶ 0812.ｻ 0812.ﾀ 0812. 

ダミーボール .................................................. ｱ 0003.ｶ 0003. 

タルク ........................................................................ ｻ 0403. 

たわし ........................................................................ ｶ 0855. 

鍛圧監視装置部品 ...................................................... ｻ 0243. 

炭化物 ........................................................................ ｻ 0612. 

タンクコンテナ ......................................................... ｻ 0638. 

タンクトップ .................................................. ｱ 0474.ｻ 0474. 

タンクローリー .............................................. ｱ 0638.ｶ 0638. 

炭酸カルシウム ......................................................... ｱ 0163. 

炭酸リチウム ............................................................. ｻ 0543. 

端子 ................................................................ ｶ 0750.ｻ 0705. 

端子盤 ........................................................................ ｱ 0491. 

探傷映像装置 .................................................. ｱ 0758.ｶ 0758. 

弾性砥石 ............................................. ｱ 0483.ｶ 0483.ｻ 0483. 

炭素 ........................................ ｶ 0539.ｶ 0705.ｻ 0705.ﾀ 0539. 

鍛造機 ........................................................................ ﾀ 0282. 

鍛造品                            ｱ 0014.ｱ 0142.ｱ 0286. 

                            ｱ 0390.ｱ 0448.ｱ 0593.ｱ 0648. 

                            ｱ 0836.ｶ 0014.ｶ 0390.ｶ 0632. 

                            ｶ 0648.ｶ 0836.ｻ 0390.ｻ 0593. 

鍛造プレス用ダイホルダー ............................ ｱ 0223.ｶ 0223. 

鋳造用原材料 ............................................................. ｻ 0570. 

単測ゲージ ......................................... ｱ 0526.ｶ 0526.ｻ 0526. 

単頭式刺繍機 .................................................. ｱ 0679.ｶ 0679. 

断熱建材 ............................................. ｱ 0182.ｻ 0402.ﾀ 0402. 

断熱材 ....................................................................... ｶ 0402. 

断熱・防音材 ...................................... ｱ 0071.ｶ 0071.ｶ 0402. 

ダンパー ......................................................... ｱ 0719.ｻ 0630. 

単板強度検知器 ......................................................... ｻ 0664. 

段ボール .................................................................... ｻ 0459. 

段ボール函製造機械                      ｱ 0082.ｱ 0791. 

                           ｶ 0082.ｶ 0790.ｶ 0791.ｻ 0790. 

段ボール製函機械部品 .............................................. ｻ 0082. 

段ボールシート製造機械 ........ ｱ 0082.ｱ 0664.ｶ 0082.ｶ 0664. 

段ボール箱・ケース .................................................. ｱ 0781. 

段ボール用中芯 .............................................. ｶ 0781.ｻ 0781. 

段ボール用ライナー .................................................. ｶ 0781. 

端末加工機械 .......................... ｱ 0166.ｱ 0257.ｶ 0166.ｶ 0257. 

反物 ................................................................ ｶ 0051.ｶ 0337. 

反物の検反・修整・加工 ........................................... ｱ 0454. 

 

チ 
 

チェーン .................................................................... ｱ 0224. 

畜産物 ................................................ ｻ 0430.ﾀ 0220.ﾀ 0430. 

畜産用送風システム .................................................. ｱ 0732. 

チタンの酸化物 ......................................................... ｶ 0907. 

チップ交換機 ............................................................. ｱ 0217. 

チップドレッサー ............................... ｱ 0217.ｶ 0217.ｻ 0217. 

茶                                             ｱ 0025. 

ｱ 0029.ｱ 0171.ｱ 0244.ｱ 0613.ｶ 0001. 

ｶ 0025.ｶ 0029.ｶ 0173.ｶ 0613.ｻ 0001. 

ｻ 0170.ｻ 0886.ﾀ 0001.ﾀ 0173.ﾀ 0395. 

茶器 ................................................................ ｱ 0795.ｶ 0795. 

着色料 ......................... ｱ 0238.ｱ 0661.ｶ 0238.ｶ 0661.ｻ 0647. 

茶道具 ............................................................ ｱ 0860.ｶ 0860. 

注型装置（ゴム・プラスチック・ＣＦＲＰ用）     ｱ 0755.ｶ 0755. 

中古ＩＴ機器 ............................................................. ｶ 0231. 

中古衣料 ................................. ｱ 0051.ｱ 0340.ｶ 0051.ｶ 0340. 

鋳鋼 ........................................................................... ｻ 0612. 

中古エンジン .................................................. ｶ 0158.ｶ 0161. 

                                  ｶ 0734.ｶ 0897.ﾀ 0734. 

中古エンジン部品 ........................................... ｶ 0734.ﾀ 0734. 

中古家電製品 ............................................................. ｶ 0231. 

中古機械 .................................................................... ｶ 0665. 

中古クレーン車 ......................................................... ｶ 0563. 

中古建設機械                ｶ 0214.ｶ 0231.ｶ 0437.ｶ 0484.

ｶ 0792.ﾀ 0484.ﾀ 0792. 

中古工作機械 ............................................................. ｶ 0146. 

中古砕石機 ................................................................ ｶ 0033. 

中古自動車           ｶ 0158.ｶ 0161.ｶ 0214.ｶ 0231.ｶ 0349. 

ｶ 0577.ｶ 0792.ｶ 0897.ﾀ 0349.ﾀ 0687. 

中古自動車部品 ........... ｶ 0158.ｶ 0161.ｶ 0214.ｶ 0897.ﾀ 0687. 

中古自動二輪車 ......................................................... ｶ 0214. 
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ｶ 0231.ｶ 0349.ｶ 0577.ﾀ 0349. 

中古タイヤ .................. ｶ 0214.ｶ 0231.ｶ 0237.ｶ 0768.ﾀ 0768. 

中古土木関連機材 ...................................................... ｶ 0333. 

中古トラクター ......................................................... ｶ 0231. 

中古トラック .................................................. ｶ 0158.ｶ 0792. 

中古農業用機械 .............................................. ｶ 0118.ﾀ 0118. 

中古バス .................................................................... ｶ 0158. 

中古ピアノ ................................................................ ｶ 0231. 

中古フォークリフト ............... ｶ 0158.ｶ 0345.ｶ 0731.ﾀ 0345. 

中古リフト ................................................................ ｶ 0231. 

中質繊維板 ................................................................ ﾀ 0409. 

鋳造機                                  ｱ 0079.ｱ 0358. 

                           ｶ 0079.ｶ 0358.ｶ 0583.ｻ 0358. 

鋳造機部品 ................................................................ ｻ 0358. 

鋳造品                            ｱ 0252.ｱ 0543.ｱ 0570. 

                     ｱ 0593.ｱ 0691.ｻ 0242.ｻ 0570.ｻ 0593. 

鋳造プラント .................................................. ｱ 0583.ｶ 0583. 

鋳造用木型 ................................................................ ｱ 0784. 

鋳造用副資材 .................................................. ｱ 0834.ｶ 0181. 

鋳造用模型（発泡スチロール） ................................ ｱ 0471. 

鋳鉄 ........................................................................... ｱ 0497. 

鋳鉄鋳物 .................................................................... ｻ 0497. 

厨房用鋳物製品 ......................................................... ｻ 0242. 

注湯ロボット .......................... ｱ 0834.ｶ 0315.ｶ 0834.ｻ 0315. 

チューブ（ゴム製） ............... ｶ 0100.ｻ 0100.ｻ 0153.ﾀ 0100. 

チューブポンプ ......................................................... ｶ 0442. 

チューリップ（切り花） ........................................... ｻ 0395. 

超薄型断熱防水シート ............................................... ｶ 0402. 

超音波洗浄機 ............................................................. ｱ 0184. 

ｱ 0241.ｱ 0758.ｶ 0479.ｶ 0758. 

超音波非破壊検査装置 ............................................... ｻ 0607. 

超音波ふるい機 .............................................. ｱ 0241.ｶ 0241. 

超音波溶接機 .................................................. ｱ 0758.ｶ 0758. 

彫金加工 ......................................................... ｱ 0802.ｶ 0802. 

彫金プレート .................................................. ｱ 0802.ｶ 0802. 

彫金用ブラシ ............................................................. ｻ 0276. 

超小型電気自動車 ...................................................... ｱ 0571. 

彫刻、塑像、鋳像 ................... ｱ 0802.ｶ 0802.ｻ 0045.ﾀ 0045. 

彫刻欄間 ......................................................... ｻ 0045.ﾀ 0045. 

鳥獣害防止ネット ...................................................... ｱ 0575. 

調整魚介類 ................................................................ ｻ 0183. 

その他の調製食料品 .................................................. ｻ 0179. 

調整食料品                  ｱ 0455.ｱ 0692.ｶ 0455.ｶ 0692. 

ｻ0183.ｻ 0218.ｻ0220.ｻ0310.ﾀ0220. 

調整トマト ..................................................... ｻ 0171.ｻ 0256. 

軟体動物（調整済） ....................................... ｻ 0220.ﾀ 0220. 

調整肉類 .................................................................... ｻ 0310. 

提灯 ........................................................................... ﾀ 0036. 

調味料                      ｱ 0171.ｱ 0190.ｱ 0244.ｱ 0256. 

                     ｱ 0666.ｱ 0794.ｱ 0810.ｱ 0816.ｱ 0879. 

                     ｶ 0244.ｶ 0256.ｶ 0666.ｶ 0794.ｶ 0816. 

                     ｶ 0879.ｻ 0171.ｻ 0256.ｻ 0299.ｻ 0810. 

調理機器 ......................................................... ｱ 0023.ｶ 0023. 

調理用ガス加熱器 ...................................................... ｱ 0835. 

貯金箱 ............................................................. ｻ 0513.ﾀ 0513. 

チョーク ......................................................... ｱ 0114.ｶ 0114. 

直流電源装置 ............................................................. ｻ 0621. 

チョコレート .................................................. ｱ 0838.ﾀ 0220. 

ちりめん製品 ............................................................. ｻ 0894. 

珍味食品 ......................................................... ｱ 0455.ｶ 0455. 

 

ツ 
 

業務用通信カラオケシステム ............. ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

通信カラオケ用コントローラー ................................ ｻ 0123. 

通信機器                       ｱ 0024.ｱ 0728.ｶ 0024. 

ｶ 0564.ｶ 0728.ｻ 0024.ｻ 0161. 

ｻ 0728.ﾀ 0028.ﾀ 0161.ﾀ 0671. 

杖 ............................................................................... ｱ 0228. 

杖部品 ....................................................................... ｻ 0228. 

使い捨てエプロン ...................................................... ｻ 0682. 

使い捨てコップ ......................................................... ｻ 0682. 

月見草エキス ............................................................. ｶ 0170. 

月見草種子 ................................................................ ｻ 0170. 

佃煮 .................................................... ｱ 0692.ｶ 0692.ﾀ 0220. 

漬物 ........................................ ｱ 0210.ｱ 0455.ｱ 0532.ｶ 0210. 

漬物の素 ......................................................... ｱ 0244.ｶ 0244. 

２×４パネル部材 ....................................................... ｱ 0424. 

ツバメの巣 ................................................................ ｻ 0170. 

ツバメの巣エキス ........................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

つぶ塩マッサージソープ ........................................... ｱ 0724. 

妻楊子 ................................................ ｶ 0120.ｻ 0120.ﾀ 0120. 

爪切り ....................................................................... ｶ 0802. 

釣り具                            ｱ 0508.ｱ 0885.ｶ 0245. 

                            ｶ 0885.ｻ 0028.ｻ 0245.ｻ 0430. 

                            ｻ 0885.ﾀ 0028.ﾀ 0245.ﾀ 0430. 

ツールプリセッター ....................................... ｱ 0130.ｶ 0130. 

ツールホルダー .................................. ｱ 0130.ｶ 0130.ｻ 0130. 

 

テ 
 

手編み糸 ............................................. ｱ 0677.ｶ 0677.ｻ 0677. 

ＤＩＹ用品 ..................................................... ｻ 0789.ﾀ 0789. 

低圧鋳造機 ..................................................... ｱ 0079.ｶ 0079. 

低圧電気機器 ............................................................. ｱ 0491. 

低圧配電盤 ................................................................ ｱ 0491. 

ＴＳＡ対応セキュリティーシール ............................. ｱ 0385. 

庭園家具 .................................................................... ｻ 0232. 

庭園材料 .................................................................... ﾀ 0464. 

ティーカップ（ガラス製） ....................................... ｶ 0401. 

締結部品 .................................................................... ｻ 0061. 

抵抗器用セラミック ........................... ｱ 0695.ｶ 0695.ｻ 0695. 

抵抗溶接機用制御装置 ....................... ｱ 0607.ｶ 0607.ｻ 0607. 

ティーサーバー .............................................. ｱ 0746.ｶ 0746. 

ＤＣギアードモーター .............................................. ｶ 0823. 

ＤＣモーター ............................................................. ｶ 0823. 

Ｔシャツ ......................................................... ｱ 0474.ｻ 0192. 

                                  ｻ 0231.ｻ 0474.ﾀ 0192. 

ディスプレイ部品 ........................................... ｱ 0128.ｻ 0128. 

ティーカップ＆ソーサー（陶磁器製） .......... ｱ 0787.ｶ 0787. 

ディーゼル発電機 ............................... ｱ 0638.ｶ 0033.ｶ 0638. 

ディーゼル発電機部品 .............................................. ｻ 0638. 

定長巻上げ装置 .............................................. ｱ 0642.ｶ 0642. 

ティッシュケースカバー ........................................... ｱ 0289. 

ディナーセット（陶磁器製） .................................... ｶ 0334. 

ＤＶＩケーブル ......................................................... ｱ 0475. 
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定量吐出ポンプ ......................................................... ｶ 0442. 

テーブルウェアー(陶磁器製) .......................... ｱ 0396.ｶ 0396. 

手鏡 ........................................................................... ｱ 0802. 

デキストラン .................................................. ｱ 0838.ｶ 0838. 

手工具                            ｱ 0697.ｶ 0225.ｶ 0690. 

                           ｶ 0704.ｶ 0749.ｻ 0305.ｻ 0704. 

                           ｻ 0789.ｻ 0797.ｻ 0894.ﾀ 0789. 

デジタルトルクレンチ ............................................... ｶ 0640. 

テストポンプ ............................................................. ｱ 0034. 

鉄鋼                   ........ ｱ 0014.ｱ 0059.ｱ 0133.ｱ 0354. 

ｱ 0378.ｱ 0497.ｱ 0601.ｱ 0635.ｱ 0803.ｱ 0820. 

ｶ 0014.ｶ 0059.ｶ 0150.ｶ 0314.ｶ 0354.ｶ 0443. 

ｶ 0596.ｶ 0600.ｶ 0601.ｶ 0707.ｶ 0747.ｶ 0803. 

ｶ 0820.ｶ 0857.ｶ 0885.ｻ 0097.ｻ 0186.ｻ 0273. 

ｻ 0376.ｻ 0441.ｻ 0443.ｻ 0553.ｻ 0612.ｻ 0707. 

ｻ 0763.ｻ 0803.ｻ 0857.ｻ 0885.ﾀ 0150.ﾀ 0376. 

ﾀ 0441.ﾀ 0443.ﾀ 0688.ﾀ 0707.ﾀ 0827.ﾀ 0857. 

厚板鋼材（鉄） .............................................. ｻ 0707.ﾀ 0707. 

鉄鋼製品                          ｱ 0003.ｱ 0014.ｱ 0031.

ｱ 0042.ｱ 0061.ｱ 0063.ｱ 0075.ｱ 0089.ｱ 0097.

ｱ 0126.ｱ 0128.ｱ 0130.ｱ 0142.ｱ 0146.ｱ 0149.

ｱ 0181.ｱ 0222.ｱ 0224.ｱ 0233.ｱ 0251.ｱ 0252.

ｱ 0286.ｱ 0318.ｱ 0342.ｱ 0354.ｱ 0358.ｱ 0365.

ｱ 0378.ｱ 0389.ｱ 0390.ｱ 0423.ｱ 0428.ｱ 0448.

ｱ 0458.ｱ 0471.ｱ 0473.ｱ 0475.ｱ 0489.ｱ 0491.

ｱ 0494.ｱ 0497.ｱ 0524.ｱ 0541.ｱ 0542.ｱ 0543.

ｱ 0549.ｱ 0553.ｱ 0570.ｱ 0572.ｱ 0574.ｱ 0593.

ｱ 0612.ｱ 0614.ｱ 0624.ｱ 0630.ｱ 0638.ｱ 0648.

ｱ 0655.ｱ 0657.ｱ 0673.ｱ 0691.ｱ 0713.ｱ 0726.

ｱ 0738.ｱ 0760.ｱ 0763.ｱ 0770.ｱ 0784.ｱ 0806.

ｱ 0820.ｱ 0831.ｱ 0834.ｱ 0835.ｱ 0836.ｶ 0003.

ｶ 0014.ｶ 0021.ｶ 0022.ｶ 0031.ｶ 0042.ｶ 0061.

ｶ 0063.ｶ 0089.ｶ 0126.ｶ 0132.ｶ 0146.ｶ 0149.

ｶ 0150.ｶ 0164.ｶ 0173.ｶ 0181.ｶ 0198.ｶ 0222.

ｶ 0251.ｶ 0258.ｶ 0281.ｶ 0318.ｶ 0332.ｶ 0354.

ｶ 0358.ｶ 0365.ｶ 0376.ｶ 0389.ｶ 0390.ｶ 0418.

ｶ 0423.ｶ 0428.ｶ 0430.ｶ 0473.ｶ 0489.ｶ 0542.

ｶ 0553.ｶ 0572.ｶ 0574.ｶ 0596.ｶ 0600.ｶ 0605.

ｶ 0612.ｶ 0614.ｶ 0616.ｶ 0619.ｶ 0632.ｶ 0638.

ｶ 0648.ｶ 0657.ｶ 0669.ｶ 0690.ｶ 0713.ｶ 0760.

ｶ 0763.ｶ 0806.ｶ 0820.ｶ 0827.ｶ 0836.ｶ 0849.

ｶ 0856.ｶ 0857.ｶ 0882.ｻ 0003.ｻ 0022.ｻ 0031.

ｻ 0032.ｻ 0035.ｻ 0061.ｻ 0063.ｻ 0074.ｻ 0089.

ｻ 0117.ｻ 0132.ｻ 0141.ｻ 0144.ｻ 0146.ｻ 0147.

ｻ 0181.ｻ 0191.ｻ 0232.ｻ 0239.ｻ 0242.ｻ 0251.

ｻ 0273.ｻ 0282.ｻ 0295.ｻ 0314.ｻ 0315.ｻ 0318.

ｻ 0321.ｻ 0332.ｻ 0346.ｻ 0363.ｻ 0376.ｻ 0389.

ｻ 0390.ｻ 0417.ｻ 0430.ｻ 0432.ｻ 0441.ｻ 0443.

ｻ 0473.ｻ 0475.ｻ 0494.ｻ 0497.ｻ 0513.ｻ 0522.

ｻ 0524.ｻ 0538.ｻ 0549.ｻ 0570.ｻ 0574.ｻ 0593.

ｻ 0600.ｻ 0616.ｻ 0632.ｻ 0648.ｻ 0665.ｻ 0669.

ｻ 0673.ｻ 0705.ｻ 0743.ｻ 0758.ｻ 0760.ｻ 0771.

ｻ 0784.ｻ 0806.ｻ 0814.ｻ 0827.ｻ 0849.ｻ 0852.

ｻ 0856.ｻ 0857.ｻ 0865.ｻ 0902.ﾀ 0022.ﾀ 0069.

ﾀ 0132.ﾀ 0150.ﾀ 0173.ﾀ 0314.ﾀ 0332.ﾀ 0376.

ﾀ 0430.ﾀ 0443.ﾀ 0513.ﾀ 0605.ﾀ 0669.ﾀ 0814.

ﾀ 0827.ﾀ 0849.ﾀ 0856.ﾀ 0857.ﾀ 0865.ﾀ 0902. 

鉄道建設資材 ............................................................. ｻ 0331. 

鉄道車両 ......................................................... ｱ 0638.ｶ 0638. 

鉄道車両部品 .......................... ｱ 0194.ｶ 0473.ｻ 0473.ｻ 0638. 

鉄道車両用ガラス ...................................................... ｱ 0194. 

鉄瓶 ................................................................ ｶ 0173.ﾀ 0173. 

ＤＤＶサーボポンプ ....................................... ｱ 0166.ｶ 0166. 

テニス用品 ..................................................... ｻ 0248.ﾀ 0248. 

テープ ................................................ ｻ 0519.ﾀ 0519.ﾀ 0825. 

テープ加工品 ............................................................. ｶ 0498. 

手袋（繊維）               ｱ 0275.ｶ 0557.ｻ 0174.ｻ 0275. 

                     ｻ 0557.ｻ 0675.ﾀ 0557.ﾀ 0675.ﾀ 0780. 

手袋（プラスチック製） ........................................... ｻ 0846. 

手袋、ミトン及びミット（繊維）    ｱ 0275.ｱ 0289.ｶ 0557. 

ｻ 0174.ｻ 0275.ｻ 0289.ｻ 0557.ｻ 0675. 

ｻ 0723.ﾀ 0557.ﾀ 0675.ﾀ 0723.ﾀ 0780. 

テープ（プラスチック製） ............................ ｱ 0808.ｶ 0808. 

テーブル（金属製） ....................................... ｱ 0270.ｻ 0108. 

テーブルクロス（樹脂製） ....................................... ｶ 0846. 

テーブルクロス（プラスチック製） ...... ｱ 0580.ｶ 0580.ｻ 0580. 

テーブル（木製） ............................... ｻ 0108.ｻ 0270.ｻ 0457. 

テーブルリネン ......................................................... ｻ 0334. 

ＴＶアンテナ ...................................... ｱ 0773.ｶ 0773.ｻ 0773. 

ＴＶ受信関連機器 ............................... ｱ 0773.ｶ 0773.ｻ 0773. 

テレビボード .................................................. ｱ 0046.ｻ 0046. 

電解水生成装置 .............................................. ｱ 0746.ｶ 0746. 

添加剤（調整）                    ｱ 0369.ｶ 0369.ｶ 0725. 

                                  ｻ 0369.ｻ 0486.ｻ 0725. 

点火プラグ .............................. ｱ 0611.ｱ 0646.ｶ 0646.ｻ 0611. 

電気機器                       ｱ 0015.ｱ 0019.ｱ 0023. 

ｱ 0024.ｱ 0032.ｱ 0041.ｱ 0048.ｱ 0079.ｱ 0101. 

ｱ 0113.ｱ 0126.ｱ 0127.ｱ 0128.ｱ 0166.ｱ 0169. 

ｱ 0195.ｱ 0217.ｱ 0259.ｱ 0263.ｱ 0264.ｱ 0271. 

ｱ 0280.ｱ 0297.ｱ 0321.ｱ 0322.ｱ 0343.ｱ 0355. 

ｱ 0361.ｱ 0362.ｱ 0365.ｱ 0389.ｱ 0411.ｱ 0429. 

ｱ 0432.ｱ 0437.ｱ 0440.ｱ 0442.ｱ 0458.ｱ 0475. 

ｱ 0479.ｱ 0491.ｱ 0493.ｱ 0495.ｱ 0501.ｱ 0537. 

ｱ 0554.ｱ 0559.ｱ 0574.ｱ 0607.ｱ 0611.ｱ 0621. 

ｱ 0623.ｱ 0625.ｱ 0627.ｱ 0632.ｱ 0638.ｱ 0641. 

ｱ 0646.ｱ 0657.ｱ 0686.ｱ 0715.ｱ 0726.ｱ 0728. 

ｱ 0746.ｱ 0750.ｱ 0758.ｱ 0763.ｱ 0771.ｱ 0773. 

ｱ 0796.ｱ 0813.ｱ 0835.ｱ 0860.ｱ 0869.ｱ 0873. 

ｱ 0903.ｶ 0015.ｶ 0022.ｶ 0023.ｶ 0024.ｶ 0033. 

ｶ 0041.ｶ 0093.ｶ 0094.ｶ 0113.ｶ 0117.ｶ 0123. 

ｶ 0126.ｶ 0132.ｶ 0135.ｶ 0150.ｶ 0195.ｶ 0217. 

ｶ 0229.ｶ 0231.ｶ 0245.ｶ 0258.ｶ 0259.ｶ 0263. 

ｶ 0271.ｶ 0280.ｶ 0311.ｶ 0321.ｶ 0332.ｶ 0343. 

ｶ 0355.ｶ 0356.ｶ 0362.ｶ 0365.ｶ 0389.ｶ 0402. 

ｶ 0416.ｶ 0431.ｶ 0432.ｶ 0437.ｶ 0442.ｶ 0458. 

ｶ 0479.ｶ 0493.ｶ 0495.ｶ 0500.ｶ 0522.ｶ 0537. 

ｶ 0554.ｶ 0558.ｶ 0564.ｶ 0572.ｶ 0574.ｶ 0600. 

ｶ 0607.ｶ 0611.ｶ 0621.ｶ 0623.ｶ 0625.ｶ 0627. 

ｶ 0632.ｶ 0638.ｶ 0646.ｶ 0654.ｶ 0657.ｶ 0688. 

ｶ 0715.ｶ 0726.ｶ 0728.ｶ 0746.ｶ 0748.ｶ 0750. 

ｶ 0758.ｶ 0773.ｶ 0792.ｶ 0813.ｶ 0823.ｶ 0825. 

ｶ 0826.ｶ 0832.ｶ 0842.ｶ 0860.ｶ 0869.ｶ 0903. 

ｻ 0015.ｻ 0024.ｻ 0032.ｻ 0041.ｻ 0053.ｻ 0062. 

ｻ 0093.ｻ 0101.ｻ 0113.ｻ 0114.ｻ 0123.ｻ 0125. 

ｻ 0128.ｻ 0132.ｻ 0150.ｻ 0155.ｻ 0161.ｻ 0195. 

ｻ 0217.ｻ 0243.ｻ 0259.ｻ 0278.ｻ 0305.ｻ 0308. 
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ｻ 0315.ｻ 0330.ｻ 0332.ｻ 0341.ｻ 0343.ｻ 0384. 

ｻ 0389.ｻ 0402.ｻ 0411.ｻ 0416.ｻ 0427.ｻ 0430. 

ｻ 0442.ｻ 0458.ｻ 0475.ｻ 0500.ｻ 0501.ｻ 0522. 

ｻ 0549.ｻ 0550.ｻ 0554.ｻ 0607.ｻ 0611.ｻ 0621. 

ｻ 0625.ｻ 0638.ｻ 0640.ｻ 0644.ｻ 0688.ｻ 0702. 

ｻ 0705.ｻ 0714.ｻ 0728.ｻ 0732.ｻ 0745.ｻ 0750. 

ｻ 0767.ｻ 0773.ｻ 0825.ｻ 0829.ｻ 0832.ｻ 0842. 

ｻ 0869.ｻ 0897.ｻ 0907.ﾀ 0028.ﾀ 0053.ﾀ 0094. 

ﾀ 0111.ﾀ 0123.ﾀ 0132.ﾀ 0150.ﾀ 0155.ﾀ 0161. 

ﾀ 0243.ﾀ 0245.ﾀ 0277.ﾀ 0278.ﾀ 0283.ﾀ 0308. 

ﾀ 0314.ﾀ 0330.ﾀ 0332.ﾀ 0333.ﾀ 0356.ﾀ 0402. 

ﾀ 0416.ﾀ 0427.ﾀ 0430.ﾀ 0431.ﾀ 0498.ﾀ 0500. 

ﾀ 0522.ﾀ 0538.ﾀ 0550.ﾀ 0552.ﾀ 0600.ﾀ 0644. 

ﾀ 0654.ﾀ 0671.ﾀ 0688.ﾀ 0700.ﾀ 0745.ﾀ 0792. 

ﾀ 0814.ﾀ 0825.ﾀ 0826.ﾀ 0832.ﾀ 0842.ﾀ 0895. 

電気機器部品                ｱ 0113.ｶ 0113.ｶ 0117.ｶ 0132. 

ｶ 0150.ｶ 0311.ｶ 0458.ｶ 0558.ｶ 0823.ｶ 0826. 

ｻ 0113.ｻ 0132.ｻ 0341.ﾀ 0132.ﾀ 0283.ﾀ 0644. 

電気機器用ボックス .................................................. ｱ 0195. 

電機機材 .................................................................... ﾀ 0895. 

電機産業用機器 .................................. ｻ 0745.ﾀ 0745.ﾀ 0895. 

電機産業用機器部品 ....................................... ｻ 0745.ﾀ 0745. 

電気式音響・可視信号 ............................................... ｱ 0554. 

電気式楽器 ......................................... ｱ 0514.ｶ 0514.ｶ 0748. 

電気自動車 ................................................................ ﾀ 0814. 

ＥＶ用充電設備 ......................................................... ｱ 0625. 

電気炊飯器 ......................................... ｱ 0023.ｶ 0023.ｶ 0258. 

電気制御・配電盤             ......... ｱ 0019.ｱ 0041.ｱ 0048. 

ｱ 0079.ｱ 0195.ｱ 0321.ｱ 0343.ｱ 0432.

ｱ 0458.ｱ 0491.ｱ 0554.ｱ 0559.ｱ 0625.

ｱ 0641.ｱ 0715.ｱ 0763.ｶ 0041.ｶ 0195.

ｶ 0321.ｶ 0343.ｶ 0432.ｶ 0554.ｶ 0625.

ｶ 0715.ｶ 0832.ｻ 0195.ｻ 0427.ｻ 0625.

ｻ 0644.ｻ 0832.ﾀ 0427.ﾀ 0832.ﾀ 0895. 

電気制御盤                  ｱ 0019.ｱ 0048.ｱ 0458.ｱ 0491.

ｱ 0559.ｱ 0715.ｶ 0715.ｻ 0427.ｻ 0644. 

電気絶縁材料 .................................................. ﾀ 0538.ﾀ 0825. 

電気抵抗器 ..................................................... ｶ 0093.ｶ 0688. 

電気抵抗溶接機 .............................................. ｱ 0479.ｶ 0479. 

電気配電盤 ................................................................ ｱ 0048. 

電気フライヤー ......................................................... ｶ 0258. 

電気保安装置 ............................................................. ｱ 0869. 

電気防食材料 ............................................................. ﾀ 0538. 

電気鍍金用電極 .............................................. ｱ 0126.ｶ 0126. 

電極 ................................................................ ｱ 0217.ｶ 0217. 

                                  ｻ 0014.ｻ 0303.ﾀ 0303. 

電極パイプ ..................................................... ｻ 0303.ﾀ 0303. 

天草 ........................................................................... ｻ 0531. 

電源機器 ................................. ｱ 0491.ｶ 0832.ｻ 0832.ﾀ 0832. 

電源コード ................................................................ ｱ 0475. 

電源装置 .................................................................... ｱ 0621. 

電子機械 .................................................................... ｱ 0076. 

電子機器             ｱ 0076.ｱ 0101.ｱ 0135.ｱ 0204.ｱ 0415. 

ｱ 0570.ｱ 0641.ｱ 0646.ｱ 0657.ｶ 0117. 

ｶ 0150.ｶ 0204.ｶ 0415.ｶ 0570.ｶ 0605. 

ｶ 0632.ｶ 0646.ｶ 0657.ｶ 0665.ｶ 0823. 

ｶ 0844.ｶ 0893.ｶ 0895.ｻ 0076.ｻ 0204. 

ｻ 0341.ｻ 0343.ｻ 0411.ｻ 0415.ｻ 0430. 

ｻ 0475.ｻ 0494.ｻ 0498.ｻ 0549.ｻ 0600. 

ｻ 0605.ｻ 0632.ｻ 0641.ｻ 0665.ｻ 0758. 

ｻ 0829.ｻ 0842.ｻ 0895.ﾀ 0093.ﾀ 0245. 

ﾀ 0341.ﾀ 0430.ﾀ 0522.ﾀ 0600.ﾀ 0605. 

ﾀ 0665.ﾀ 0842.ﾀ 0844.ﾀ 0851.ﾀ 0895. 

電子機器用筺体部品 .................................................. ｱ 0494. 

展示器具 .................................................................... ｶ 0225. 

電子基板アッセンブリー ........................................... ｻ 0869. 

電磁器用碍子 .................................................. ｱ 0271.ｶ 0271. 

電子計算機部品 ......................................................... ﾀ 0341. 

電子計測器 ................................................................ ﾀ 0341. 

電磁鋼板 .................................................................... ｶ 0596. 

電子材料 ............................................. ｱ 0657.ｶ 0657.ﾀ 0522. 

展示什器 ............................................. ｱ 0269.ｻ 0398.ﾀ 0398. 

電磁波防止器具 ......................................................... ｱ 0796. 

電磁品 ............................................................ ｱ 0014.ｶ 0014. 

電子部品                           ｱ0076. 

ｱ0204.ｱ0415.ｱ0570.ｱ0646.ｱ0657.ｶ0117. 

ｶ0150.ｶ0204.ｶ0415.ｶ0570.ｶ0605.ｶ0632. 

ｶ0646.ｶ0657.ｶ0665.ｶ0823.ｶ0895.ｻ0076. 

ｻ0204.ｻ0341.ｻ0343.ｻ0411.ｻ0415.ｻ0430. 

ｻ0475.ｻ0600.ｻ0605.ｻ0641.ｻ0665.ｻ0758. 

ｻ0829.ｻ0842.ｻ0895.ﾀ0093.ﾀ0341.ﾀ0430. 

ﾀ0522.ﾀ0605.ﾀ0665.ﾀ0842.ﾀ0851.ﾀ0895. 

電子部品材料 ............................................................. ｻ 0632. 

電子部品自動装着機 ....................................... ｱ 0703.ｶ 0703. 

電子部品用基板 ......................................................... ｻ 0355. 

電子部品用セラミックス ................................ ｱ 0796.ｻ 0657. 

電磁ブレーキ .................................................. ｱ 0280.ｶ 0280. 

電子文具 ............................................. ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

電磁弁 .................................... ｱ 0884.ｶ 0442.ｶ 0884.ｻ 0442. 

転写紙                            ｱ 0459.ｶ 0065.ｶ 0459. 

                     ｶ 0807.ｶ 0897.ｻ 0544.ﾀ 0498.ﾀ 0807. 

天井材（アルミシステム天井） ................................ ｻ 0538. 

テンション調整装置 ....................................... ｱ 0874.ｶ 0874. 

電線                                  ｱ0389. 

ｱ0458.ｱ0475.ｱ0493.ｱ0621.ｱ0625.ｱ0750. 

ｶ0041.ｶ0389.ｶ0416.ｶ0458.ｶ0493.ｶ0600. 

ｶ0750.ｻ0389.ｻ0416.ｻ0475.ｻ0621.ｻ0638. 

ｻ0644.ｻ0750.ﾀ0416.ﾀ0600.ﾀ0644.ﾀ0825. 

電線加工機器 .................................................. ｶ 0745.ﾀ 0745. 

電線加工品 ..................................................... ｱ 0750.ｶ 0416. 

                                  ｻ 0416.ｻ 0750.ﾀ 0416. 

電線束加工品（エレベータ用） ................................ ｶ 0041. 

転造工具 ......................................................... ｱ 0141.ｶ 0141. 

電池                        ｱ 0621.ｶ 0402.ｶ 0621.ｻ 0402.

ｻ 0501.ｻ 0897. 

電着砥石 ............................................. ｱ 0599.ｶ 0599.ｻ 0599. 

電池用積層機 .................................................. ｱ 0767.ｶ 0767. 

テント ....................................................................... ﾀ 0028. 

電動工具 ................................. ｻ 0305.ﾀ 0094.ﾀ 0700.ﾀ 0814. 

伝統工芸品 ......................................... ｶ 0402.ｶ 0907.ｻ 0021. 

伝導装置             ｱ 0142.ｱ 0191.ｱ 0384.ｱ 0594.ｱ 0623. 

ｱ 0766.ｶ 0142.ｶ 0191.ｶ 0278.ｶ 0359. 

ｶ 0384.ｶ 0593.ｶ 0623.ｶ 0766.ｶ 0851. 

ｻ 0278.ｻ 0384.ﾀ 0278.ﾀ 0814.ﾀ 0851. 

伝導装置部品 ............... ｶ 0384.ｶ 0851.ｻ 0384.ﾀ 0278.ﾀ 0851. 

電動バルブ ................................................................ ｶ 0829. 
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電熱器                      ｱ 0023.ｱ 0126.ｱ 0362.ｱ 0574. 

ｱ 0625.ｱ 0746.ｱ 0835.ｶ 0023.ｶ 0126. 

ｶ 0258.ｶ 0362.ｶ 0500.ｶ 0574.ｶ 0625. 

ｶ 0746.ｶ 0823.ｶ 0860.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

電熱ヒーターケーブル ............................................... ｻ 0538. 

天然ガス .................................................................... ｻ 0809. 

天然ゴム ................................. ｻ 0099.ｻ 0527.ﾀ 0308.ﾀ 0326. 

でん粉 ........................................................................ ﾀ 0405. 

電力関連機器 ...................................... ｱ 0491.ｱ 0632.ｶ 0022. 

電力システム ............................................................. ｱ 0686. 

電路資材 ............................................. ｱ 0845.ｶ 0845.ｻ 0845. 

電話機 ............................................................. ｶ 0564.ｻ 0161. 

 

ト 
 

戸 .................................................................... ｻ 0056.ﾀ 0056. 

砥石                        ｱ 0131.ｱ 0154.ｱ 0483.ｱ 0599.

ｱ 0657.ｶ 0131.ｶ 0154.ｶ 0483.ｶ 0599.ｶ 0657.

ｶ 0689.ｻ 0131.ｻ 0483.ｻ 0599.ｻ 0689.ﾀ 0689. 

トイレ用雑貨 ............................................................. ｻ 0702. 

籐家具 ........................................................................ ｻ 0103. 

唐辛子（生鮮） .................................. ｶ 0001.ｻ 0001.ﾀ 0001. 

銅管工具 .................................................................... ｻ 0034. 

陶器                               ｱ 0010.ｶ 0010.ｶ 0173. 

ｶ0363.ｶ0513.ｻ0010.ﾀ0173. 

凍結乾燥機 ......................................... ｱ 0478.ｶ 0478.ﾀ 0561. 

凍結防止剤散布機 ........................................... ｱ 0284.ｶ 0284. 

銅合金 ........................................................................ ｶ 0522. 

陶歯 ........................................................................... ｱ 0682. 

陶磁器製品           ｱ 0010.ｱ 0338.ｱ 0392.ｱ 0396.ｱ 0657. 

ｱ 0787.ｱ 0795.ｱ 0802.ｶ 0010.ｶ 0020. 

ｶ 0102.ｶ 0106.ｶ 0173.ｶ 0198.ｶ 0212. 

ｶ 0298.ｶ 0334.ｶ 0363.ｶ 0383.ｶ 0396. 

ｶ 0513.ｶ 0657.ｶ 0690.ｶ 0787.ｶ 0795. 

ｶ 0802.ｶ 0818.ｶ 0894.ｻ 0010.ｻ 0020. 

ｻ 0072.ｻ 0106.ｻ 0198.ｻ 0212.ｻ 0298. 

ｻ 0383.ｻ 0392.ｻ 0406.ｻ 0422.ｻ 0481. 

ｻ 0544.ｻ 0587.ｻ 0657.ｻ 0787.ｻ 0795. 

ｻ 0818.ｻ 0894.ﾀ 0020.ﾀ 0072.ﾀ 0102. 

ﾀ 0106.ﾀ 0173.ﾀ 0298.ﾀ 0587.ﾀ 0818. 

陶磁器雑貨                              ｱ 0481.ｶ 0212. 

                           ｶ 0225.ｶ 0704.ｻ 0212.ｻ 0422. 

陶磁器食器 .................. ｱ 0657.ｶ 0106.ｶ 0657.ｻ 0587.ﾀ 0106. 

陶磁器製砥石 .................................................. ｱ 0483.ｶ 0483. 

陶磁器ノベルティ                  ｱ 0032.ｱ 0481.ｱ 0787. 

                           ｶ 0481.ｶ 0787.ｻ 0587.ﾀ 0587. 

陶磁器用絵具 ...................................... ｶ 0807.ｻ 0807.ﾀ 0807. 

投射材 ........................................................................ ｱ 0358. 

籐製椅子 .................................................................... ﾀ 0103. 

銅製管用継手 .................................................. ｱ 0555.ｻ 0555. 

籐製装飾品 ................................................................ ﾀ 0103. 

籐製品 ..................................... ｻ 0103.ｻ 0476.ﾀ 0103.ﾀ 0476. 

銅線 ........................................................................... ｶ 0600. 

陶土 ................................................................ ｱ 0271.ﾀ 0628. 

銅及びその製品                    ｱ 0217.ｱ 0555.ｶ 0217. 

ｶ0600.ｻ 0014.ｻ0034.ｻ0242.ｻ0303. 

ｻ0555.ﾀ 0069.ﾀ0303.ﾀ0376.ﾀ0405. 

銅の精錬剤 ..................................................... ｶ 0725.ｻ 0725. 

頭髪用調製品                      ｱ 0724.ｱ 0753.ｶ 0659. 

                            ｶ 0724.ｶ 0753.ｻ 0753.ﾀ 0659. 

銅板 ........................................................................... ﾀ 0405. 

動物性生産物（食用を除く）               ｻ 0052.ｻ 0174. 

                                 ｻ 0487.ｻ 0591.ﾀ 0052. 

動物用診断薬 ............................................................. ｶ 0309. 

とうもろこし茶 ......................................................... ﾀ 0395. 

とうもろこしの実 ...................................................... ｻ 0779. 

糖質製品 .................................................................... ｻ 0812. 

道路関連資材 ............................................................. ﾀ 0443. 

特殊印刷用インキ ...................................................... ｻ 0382. 

特殊円筒研削盤 .............................................. ｱ 0261.ｶ 0261. 

特殊型包装機 .................................................. ｱ 0394.ｶ 0394. 

特殊金属 ......................................................... ｱ 0632.ｶ 0315. 

特殊金属製品 ............................................................. ｱ 0632. 

特殊鋼                            ｶ 0150.ｶ 0376.ｶ 0857. 

                           ｻ 0141.ﾀ 0150.ﾀ 0376.ﾀ 0857. 

特殊効果用フェザー .................................................. ｱ 0487. 

特殊合金 .................................................................... ｶ 0315. 

特殊鋼鋼材 ......................................... ｱ 0378.ｱ 0601.ｶ 0601. 

特殊自動車用部品 ...................................................... ｱ 0281. 

特殊精密ねじ ............................................................. ｱ 0061. 

特殊繊維原料 ............................................................. ｶ 0419. 

特殊繊維製品                            ｱ 0047.ｱ 0629. 

                           ｶ 0047.ｶ 0629.ｻ 0047.ｻ 0635. 

特殊タイヤ ................................................................ ｻ 0153. 

特殊チューブ ............................................................. ｻ 0153. 

特殊陶磁器 ..................................................... ｱ 0632.ｱ 0657. 

                                  ｱ 0873.ｶ 0632.ｶ 0657. 

特殊ドリル ................................................................ ｱ 0559. 

特殊仏具 .................................................................... ﾀ 0021. 

特殊用途自動車 ........... ｱ 0638.ｶ 0345.ｶ 0563.ｶ 0638.ﾀ 0345. 

特殊用途の腰掛け             ｱ 0730.ｶ0730.ｻ0108.ｻ 0118 

ｻ0300.ｻ0503.ｻ0730.ﾀ0300. 

特殊梳毛糸 ................................................................ ｱ 0556. 

特注部品 ......................................................... ｻ 0156.ﾀ 0156. 

時計 ................................................................ ｻ 0319.ｻ 0702. 

                                  ﾀ 0319.ﾀ 0533.ﾀ 0702. 

時計（携帯用） .............................................. ｻ 0805.ﾀ 0805. 

時計（据置型） .............................................. ｻ 0805.ﾀ 0805. 

時計、時計部品                                  ｱ 0269. 

ｶ 0195.ｻ 0319.ｻ 0702.ｻ 0805. 

ﾀ 0319.ﾀ 0533.ﾀ 0702.ﾀ 0805. 

トコトリエノール ........................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

砥材 ........................................................................... ｻ 0131. 

登山用ステッキ ......................................................... ｱ 0228. 

土壌改良剤 ..................................................... ｻ 0837.ﾀ 0837. 

塗装機械                                ｱ 0040.ｱ 0238. 

                           ｱ 0579.ｶ 0040.ｶ 0238.ｶ 0579. 

塗装プラント .................................................. ｱ 0579.ｶ 0579. 

塗装用ブラシ ...................................... ｱ 0109.ｻ 0109.ｻ 0736. 

ドッグフード .................................................. ｻ 0843.ﾀ 0843. 

ドーナツ .................................................................... ｱ 0890. 

土嚢 ........................................................................... ｻ 0489. 

土木機械                   ｱ 0583.ｱ 0761.ｶ 0033.ｶ 0345. 

                     ｶ 0437.ｶ 0583.ｶ 0761.ﾀ 0333.ﾀ 0345. 

土木工事用植生ネット ................................... ｻ 0740.ﾀ 0740. 

土木工事用保安用品 .................................................. ｱ 0549. 
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土木資材                   ｱ 0182.ｱ 0489.ｶ 0317.ｶ 0489. 

                     ｻ 0117.ｻ 0317.ｻ 0489.ﾀ 0203.ﾀ 0317. 

土木用機器 ..................................................... ｱ 0761.ｶ 0761. 

土木用ゴム製品 ......................................................... ｱ 0176. 

トマト缶詰 ................................................................ ｻ 0171. 

トマトケチャップ ............................... ｱ 0171.ｱ 0190.ｱ 0256. 

トマト種子 ..................................................... ｶ 0007.ｻ 0007. 

トマトジュース ......................................................... ｱ 0171. 

トマト（生鮮） ......................................................... ｱ 0171. 

トマトソース ............................................................. ｱ 0171. 

トマトペースト .............................................. ｻ 0171.ｻ 0256. 

ドライ式真空ポンプ ....................................... ｱ 0067.ｶ 0067. 

ドライフルーツ ...................... ｱ 0455.ｻ 0455.ｻ 0512.ｻ 0744. 

ドライブレコーダー .................................................. ﾀ 0402. 

トラクター ......................................... ｶ 0231.ｶ 0577.ﾀ 0792. 

トラクター用シート .................................................. ｻ 0118. 

トラクター用タイヤ ....................................... ｻ 0118.ｻ 0792. 

トラック .................................................................... ｶ 0563. 

トラック用品 ............................................................. ﾀ 0320. 

ドラム（楽器） .............................................. ｶ 0748.ｻ 0748. 

ドラム缶用ヒーター ....................................... ｱ 0760.ｶ 0760. 

ドラムドライヤー ...................................................... ｱ 0478. 

トランクス ..................................................... ｱ 0474.ｻ 0474. 

トランスミッションギヤ ........................................... ｱ 0766. 

トランスミッション制御部品 .................................... ｶ 0359. 

トランス用部品 ......................................................... ｻ 0015. 

トリ貝 ............................................................. ｻ 0545.ﾀ 0545. 

トリミング機 .................................................. ｱ 0035.ｶ 0035. 

塗料（ペイント）     ｱ 0201.ｱ 0238.ｱ 0247.ｱ 0350.ｱ 0470.

ｱ 0608.ｶ 0021.ｶ 0045.ｶ 0201.ｶ 0238.

ｶ 0247.ｶ 0470.ｶ 0498.ｶ 0608.ｻ 0238.

ｻ 0498.ｻ 0721.ｻ 0821.ｻ 0883.ﾀ 0498. 

塗料原料 ................................. ｱ 0238.ｶ 0238.ｻ 0238.ｻ 0821. 

塗料剥離剤 ..................................................... ｱ 0608.ｶ 0608. 

ドリルチャック ......................................................... ｶ 0134. 

ドリルチャックキー .................................................. ｻ 0134. 

トルエンジイソシアネイト ....................................... ｻ 0350. 

トレーサビリティシステム ....................................... ｱ 0495. 

トレッキングポール .................................................. ｱ 0228. 

トレーニングスーツ .................................................. ｻ 0231. 

ドレンクリーナー ...................................................... ｱ 0034. 

ドロッパー ..................................................... ｱ 0159.ｶ 0159. 

 

ナ 
 

内装用タイル（陶磁器製） ....................................... ﾀ 0801. 

ナイロン屑 ................................................................ ｶ 0051. 

ナイロン軍手 ............................................................. ｶ 0275. 

ナイロン糸 ................................................................ ｻ 0260. 

ナイロンタフタ防水加工生地 .................................... ｻ 0841. 

ナイロンバッグ ......................................................... ﾀ 0248. 

苗木 .................................................... ｱ 0697.ｶ 0697.ｻ 0697. 

なぎなた着 ................................................................ ﾀ 0090. 

ナッツ ................................................. ｱ 0455.ｶ 0455.ｻ 0512. 

その他のナッツ ......................................................... ｱ 0517. 

ｻ 0170.ｻ 0775.ｻ 0786.ﾀ 0786. 

ナット                     ｱ 0031.ｱ 0365.ｱ 0473.ｱ 0836. 

ｶ 0031.ｶ 0365.ｶ 0572.ｶ 0836.ｶ 0856. 

ｻ0031.ｻ0061.ｻ0856.ﾀ0669.ﾀ0856. 

納豆 ........................................................................... ｱ 0810. 

生コーヒー豆エキス ....................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

生ゴミ処理機（家庭用） ........................................... ｶ 0022. 

鉛及びその製品 .............................................. ｱ 0126.ｶ 0126. 

鉛の酸化物 ................................................................ ﾀ 0200. 

縄跳び ............................................................ ｱ 0742.ｶ 0742. 

軟体動物 ......................................................... ｶ 0183.ｻ 0183. 

ｻ 0545.ｻ 0692.ﾀ 0545. 

難燃紡績糸 ......................................... ｶ 0503.ｻ 0503.ﾀ 0503. 

逃し弁 ............................................................ ｱ 0181.ｻ 0181. 

 

ニ 
 

肉類                                    ｶ 0310.ｻ 0310. 

                           ｻ 0430.ﾀ 0220.ﾀ 0310.ﾀ 0430. 

にしん（冷凍） ......................................................... ｻ 0692. 

日用品雑貨                        ｱ 0392.ｱ 0592.ｱ 0866. 

ｶ 0598.ｶ 0701.ｶ 0866.ｶ 0908. 

ｻ 0392.ｻ 0733.ｻ 0908.ﾀ 0397. 

ﾀ 0461.ﾀ 0523.ﾀ 0598.ﾀ 0701. 

ニット外衣 ................................................................ ｱ 0105. 

ニット糸 ............................................. ｶ 0452.ｶ 0848.ｻ 0452. 

ニット糸原料 ............................................................. ｻ 0452. 

ニット製品                              ｱ 0105.ｱ 0157. 

ｱ 0452.ｱ 0586.ｱ 0667.ｶ 0260.ｶ 0452. 

ｶ 0586.ｶ 0848.ｻ 0157.ｻ 0260.ｻ 0313. 

ｻ 0452.ｻ 0667.ｻ 0848.ﾀ 0260.ﾀ 0503. 

ニット服地 ............................. ｱ 0586.ｶ 0452.ｶ 0586.ﾀ 0503. 

ニトロセルロースラッカー ............................ ｱ 0608.ｶ 0608. 

日本酒（清酒及び濁酒） ........................................... ｱ 0197. 

日本食材 .................................................................... ｱ 0810. 

日本刀 ....................................................................... ﾀ 0090. 

乳酸菌飲料 ................................................................ ｱ 0171. 

乳製品 ............................................................ ﾀ 0220.ﾀ 0812. 

乳糖 ........................................................................... ｻ 0812. 

尿素水製造機 .................................................. ｶ 0445.ﾀ 0445. 

ニラ種子 .................................................................... ｻ 0170. 

ニラ種子エキス .............................................. ｱ 0170.ｶ 0170. 

庭木 ........................................................................... ｶ 0704. 

鶏の羽毛 .................................................................... ｻ 0487. 

人形 ........................................................................... ﾀ 0036. 

人参（塩蔵） .................................................. ｻ 0786.ﾀ 0786. 

 

ヌ 
 

ぬいぐるみ .................. ｻ 0225.ｻ 0797.ｻ 0875.ｻ 0894.ﾀ 0797. 

 

ネ 
 

ねじ                              ｱ 0031.ｶ 0031.ｶ 0669 

ｻ 0390.ﾀ 0669.ﾀ 0814.ﾀ 0856. 

ネジ用緩み止め加工 .................................................. ｱ 0061. 

ねずみ鋳鉄 ................................................................ ｱ 0497. 

熱延鋼板 .................................................................... ｻ 0803. 

熱間鍛造品 ................................................................ ｱ 0142. 

熱関連電気機械器具 ....................................... ｱ 0625.ｶ 0625. 
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熱交換装置 ............................. ｱ 0126.ｱ 0257.ｶ 0126.ｶ 0257. 

ネットワーク関連製品 .................................... ｱ 0668.ｶ 0668. 

熱分析システム ......................................................... ｻ 0315. 

熱変色素材 ..................................................... ｱ 0661.ｶ 0661. 

撚糸 ........................................ ｶ 0740.ｻ 0740.ﾀ 0028.ﾀ 0740. 

撚糸機 ............................................................. ｶ 0740.ﾀ 0740. 

燃焼装置 .................................................................... ｶ 0632. 

粘体調味料 ................................................................ ｱ 0244. 

粘着テープ ................................................................ ﾀ 0825. 

粘土 ........................................................................... ﾀ 0628. 

粘度計 ................................................. ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

燃料 ........................................................................... ﾀ 0346. 

燃料エレメント ......................................................... ｻ 0433. 

燃料計測器 ................................................................ ﾀ 0688. 

燃料コック ......................................... ｱ 0433.ｶ 0433.ｻ 0433. 

燃料フィルター .............................................. ｱ 0433.ｶ 0433. 

燃料ポンプ ..................................................... ｱ 0433.ｶ 0433. 

 

ノ 
 

農業資材 ............................................. ｱ 0182.ｱ 0489.ｶ 0489. 

農業設備 .................................................................... ｱ 0508. 

農業用機械                        ｱ 0213.ｱ 0508.ｶ 0118. 

                           ｶ 0213.ｶ 0563.ｻ 0118.ｻ 0213. 

農業用施設 ......................................... ｱ 0489.ｱ 0638.ｶ 0489. 

農業用中古トラクター ............................................... ｶ 0577. 

農業用フィルム .............................................. ｻ 0740.ﾀ 0740. 

農業用ロープ ............................................................. ｻ 0508. 

農産物                            ｱ 0171.ｱ 0581.ｶ 0001. 

                           ｻ 0001.ｻ 0170.ｻ 0210.ｻ 0231. 

                           ｻ 0395.ｻ 0430.ｻ 0532.ｻ 0786. 

                           ﾀ 0001.ﾀ 0395.ﾀ 0430.ﾀ 0786. 

鋸 ........................................................ ｱ 0186.ｶ 0186.ｻ 0186. 

ノズルクリーナー ........................................... ｱ 0217.ｶ 0217. 

ノベルティ ..................................................... ｱ 0536.ﾀ 0723. 

のぼり ........................................................................ ﾀ 0036. 

海苔                                    ｱ 0862.ｶ 0240. 

                           ｶ 0862.ｻ 0240.ｻ 0862.ﾀ 0240. 

海苔加工機械 ............................................................. ｶ 0862. 

 

ハ 
 

パイ ........................................................................... ｻ 0775. 

バイオケミカル ......................................................... ﾀ 0837. 

バイオテクノロジー関連機器 ......................... ｱ 0491.ﾀ 0344. 

バイオマスボイラ発電設備 ....................................... ｱ 0264. 

バイオリン ................................................................ ｻ 0749. 

配管機器 .................................................................... ﾀ 0255. 

配管資材 ............................................. ｶ 0150.ｻ 0865.ﾀ 0150. 

排気ガス再循環バルブ ............................................... ｶ 0428. 

ハイキングポール ...................................................... ｱ 0228. 

バイクガレージ ......................................................... ｱ 0521. 

ハイクロム鋳物 ......................................................... ｻ 0497. 

排水ホース ................................................................ ｶ 0306. 

排水ポンプ ..................................................... ｱ 0196.ｶ 0196. 

配線器具                    ｱ 0015.ｱ 0032.ｱ 0113.ｱ 0195.

ｱ 0365.ｱ 0537.ｱ 0625.ｱ 0869.ｶ 0015.

ｶ 0093.ｶ 0113.ｶ 0195.ｶ 0365.ｶ 0522.

ｶ 0537.ｻ 0015.ｻ 0032.ｻ 0093.ｻ 0195.

ｻ 0625.ｻ 0644.ﾀ 0427.ﾀ 0644.ﾀ 0814. 

ハイドロフォーマー ....................................... ｱ 0166.ｶ 0166. 

パイナップル（缶詰） .............................................. ｻ 0517. 

パイプ（ステンレス製）         ｱ0473.ｱ0630.ｱ0726.ｱ0770. 

ｶ0473.ｶ0596.ｻ0473.ﾀ0856. 

パイプ切断機 .................................................. ｱ 0166.ｶ 0166. 

パイプソー ..................................................... ｱ 0034.ｶ 0034. 

パイプ（鉄鋼製） ................... ｱ 0820.ｶ 0596.ﾀ 0827.ﾀ 0865. 

パイプねじ切機 .............................................. ｱ 0034.ｶ 0034. 

パイプベッド ............................................................. ｻ 0108. 

パイプベンディングマシン ................ ｱ 0166.ｶ 0166.ｶ 0257. 

ハイマンガン鋳物 ...................................................... ｻ 0497. 

バイメタル ..................................................... ｶ 0421.ｻ 0421. 

バイメタルディスクサーモスタット .............. ｱ 0869.ｶ 0869. 

パイル織物及びシュニール織物 ................................ ﾀ 0408. 

墓石 .................................................... ｻ 0021.ﾀ 0021.ﾀ 0151. 

履物 ................................................................ ｶ 0139.ﾀ 0319. 

バキュームポンプ ........................................... ｱ 0428.ｶ 0428. 

白磁器 ....................................................................... ｻ 0544. 

歯車 ........................................ ｱ 0594.ｱ 0623.ｶ 0623.ｶ 0766. 

歯車ポンプ ..................................................... ｻ 0255.ﾀ 0255. 

バサルト繊維 .................................................. ｻ 0317.ﾀ 0317. 

箸袋 ................................................................ ｻ 0120.ﾀ 0120. 

パジャマ（紳士用） ....................................... ｻ 0503.ﾀ 0503. 

パジャマ（婦人用） ....................................... ｻ 0503.ﾀ 0503. 

箸・割箸（竹製） ........................................... ｱ 0722.ｶ 0120. 

                                  ｻ 0120.ｻ 0722.ﾀ 0120. 

箸・割箸（木製） ........................................... ｱ 0722.ｶ 0120. 

                                  ｻ 0120.ｻ 0722.ﾀ 0120. 

パスタ ............................................................ ｻ 0397.ﾀ 0397. 

パスタソース ............................................................. ｱ 0171. 

バス・トラック用タイヤ .................... ｻ 0320.ｻ 0768.ﾀ 0320. 

バス用雑貨 ..................................................... ｶ 0636.ｻ 0636. 

                                  ｻ 0702.ﾀ 0636.ﾀ 0702. 

砕石プラント機材 ...................................................... ｶ 0033. 

パソコン用ケース（プラスチック製） .......... ｱ 0494.ｻ 0494. 

バターピーナッツ ...................................................... ｻ 0455. 

バタフライダンパー .................................................. ｱ 0881. 

肌用化粧品 ................................................................ ｱ 0724. 

鉢（陶磁器製） .................................. ｶ 0212.ｻ 0212.ｻ 0422. 

鉢巻 ........................................................................... ｶ 0289. 

蜂蜜 ................................................................ ｱ 0199.ｻ 0199. 

パチンコ関連機器・部品 ......... ｱ 0128.ｱ 0168.ｱ 0411.ｻ 0168. 

発芽押麦 .................................................................... ｱ 0576. 

パッキン ................................. ｻ 0008.ｻ 0176.ﾀ 0008.ﾀ 0538. 

発光ダイオード                    ｶ 0093.ｻ 0093.ｻ 0522. 

                           ｻ 0688.ｻ 0842.ﾀ 0688.ﾀ 0842. 

パッチクランプシステム ........................................... ｻ 0344. 

八丁味噌 ................................. ｱ 0666.ｱ 0794.ｶ 0666.ｶ 0794. 

バッテリー ................................................................ ｻ 0501. 

バッテリーシミュレーター ............................ ｱ 0621.ｶ 0621. 

発電機                                   ｱ 0264.ｱ 0638. 

ｶ 0033.ｶ0402 ｶ0437.ｶ0638.ｶ0792. 

ｻ0638.ｻ0640.ﾀ0402.ﾀ0552.ﾀ0792. 

パッド印刷機 ............................................................. ｶ 0382. 

パーツフィーダ .............................................. ｱ 0280.ｶ 0280. 

発泡スチロール原料 ....................................... ｻ 0188.ﾀ 0188. 
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発泡ポリエチレン成形品 ........................................... ｱ 0182. 

発泡ポリスチレン成形品 ........................................... ｱ 0182. 

発泡ポリプロピレン成形品 ....................................... ｱ 0182. 

発毛剤 ............................................................. ｶ 0659.ﾀ 0659. 

パーティクルカウンター .................... ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

パーティクルボード製造機械 .................................... ｱ 0425. 

パーティー用品 .................................. ｶ 0207.ｻ 0207.ﾀ 0207. 

バーナー                          ｱ 0611.ｱ 0612.ｱ 0881. 

                            ｶ 0611.ｶ 0612.ｶ 0637.ｻ 0611. 

花の苗・球根                            ｱ 0697.ｶ 0697. 

                                  ｶ 0718.ｻ 0663.ｻ 0697. 

ｻ 0718.ﾀ 0663.ﾀ 0718. 

花火 ................................................................ ｻ 0899.ﾀ 0899. 

ばね ................................................................ ｱ 0831.ﾀ 0669. 

ばね材料 .................................................................... ｻ 0251. 

ばね座金 .................................................................... ｻ 0705. 

ばね成形機 ..................................................... ｱ 0042.ｶ 0042. 

ばね・ばね板（金属製）                   ｱ 0251.ｱ 0389. 

ｱ 0542.ｱ 0673.ｱ 0806.ｱ 0831.ｶ 0251. 

ｶ 0389.ｶ 0542.ｶ 0596.ｶ 0600.ｶ 0806. 

ｻ 0251.ｻ 0389.ｻ 0665.ｻ 0806.ﾀ 0669. 

羽毛布団 ......................................................... ｻ 0503.ﾀ 0503. 

パネル加工機 ............................................................. ｱ 0070. 

ハープ ........................................................................ ｶ 0136. 

パフィア .................................................................... ﾀ 0296. 

ハムスライサー .............................................. ｱ 0905.ｶ 0905. 

ハム・ソーセージ加工機械 ....................................... ｻ 0905. 

パーム油 .................................................................... ｻ 0779. 

パームロック .................................................. ｱ 0551.ｻ 0551. 

ハーメチックベースプレート .................................... ｻ 0113. 

刃物類 ............................................................. ｻ 0905.ﾀ 0700. 

バラ（切り花） ......................................................... ｻ 0395. 

針金 ................................................................ ｻ 0856.ﾀ 0856. 

貼紙・落書防止塗料 .................................................. ｱ 0608. 

バリケード ................................................................ ｱ 0549. 

張り子 ........................................................................ ﾀ 0036. 

バリスター ................................................................ ｻ 0549. 

バリ取り機 ..................................................... ｶ 0122.ﾀ 0122. 

バルブ         ｱ 0181.ｱ 0184.ｱ 0433.ｱ 0489.ｱ 0495.ｱ 0840. 

ｱ 0884.ｶ 0184.ｶ 0332.ｶ 0428.ｶ 0432.ｶ 0433. 

ｶ 0442.ｶ 0489.ｶ 0495.ｶ 0829.ｶ 0884.ｻ 0125. 

ｻ 0181.ｻ 0255.ｻ 0332.ｻ 0442.ｻ 0489.ｻ 0645. 

ｻ 0755.ｻ 0840.ｻ 0884.ﾀ 0255.ﾀ 0332.ﾀ 0865. 

パルプ、古紙 .................................................. ｶ 0124.ﾀ 0124. 

バルブ部品 ................................................................ ｻ 0489. 

パレタイザー ............................................................. ｱ 0739. 

パレット（木製） ...................................................... ｻ 0733. 

ハロウイングッズ ........................................... ｱ 0875.ｻ 0875. 

パワーショベル .............................................. ｶ 0345.ﾀ 0345. 

パン ................................................................ ｱ 0716.ｱ 0752. 

ハンカチ ............................................. ｶ 0379.ｻ 0379.ﾀ 0379. 

板金加工部品 ...................................... ｱ 0491.ｱ 0624.ｱ 0655. 

板金物 ........................................................................ ｶ 0763. 

板金プレス材料 ......................................................... ｶ 0146. 

半紙 ........................................................................... ｻ 0174. 

バンジョー ..................................................... ｶ 0748.ｻ 0749. 

搬送機器      ｱ 0035.ｱ 0096.ｱ 0372.ｱ 0429.ｱ 0813.ｱ 0903. 

ｶ 0035.ｶ 0096.ｶ 0231.ｶ 0372.ｶ 0420.ｶ 0429. 

ｶ 0520.ｶ 0813.ｶ 0903.ｻ 0055.ｻ 0372.ｻ 0420. 

ｻ 0813.ﾀ 0420.ﾀ 0552.ﾀ 0700.ﾀ 0814.ﾀ 0851. 

搬送制御装置 ............................................................. ｱ 0554. 

搬送設備 ......................................................... ｱ 0429.ｶ 0429. 

販促用什器 ......................................... ｱ 0530.ｶ 0530.ｻ 0530. 

パンチピン ................................................................ ｻ 0648. 

パンツ（婦人用） ...................................................... ｻ 0313. 

パンティストッキング .............................................. ﾀ 0780. 

絆天 ........................................................................... ｶ 0289. 

半導体                      ｱ 0646.ｱ 0758.ｶ 0093.ｶ 0522.

ｶ 0646.ｶ 0758.ｻ 0093.ｻ 0430.ｻ 0522.ｻ 0688.

ｻ 0842.ﾀ 0430.ﾀ 0522.ﾀ 0600.ﾀ 0688.ﾀ 0842. 

半導体装置部品 ......................................................... ｶ 0076. 

半導体電子部品 ......................................................... ｻ 0522. 

半導体パッケージ ........................................... ｱ 0646.ｶ 0646. 

半導体部品 ................................................................ ﾀ 0522. 

半導体用フォトマスク ................................... ｱ 0459.ｶ 0459. 

バンドソー ..................................................... ｱ 0034.ｶ 0034. 

ハンド＆チャック ........................................... ｱ 0263.ｻ 0263. 

ハンド＆チャック部品 .............................................. ｶ 0263. 

ハンドドライバー ...................................................... ｱ 0559. 

ハンドバッグ .................................................. ｻ 0777.ﾀ 0777. 

ハンドメイドガラス食器 ........................................... ｻ 0078. 

ハンドル ......................................................... ｱ 0128.ｻ 0128. 

ハンマー部品 ............................................................. ｱ 0223. 

 

ヒ 
 

ピアノ ....................................................................... ｶ 0231. 

ピアノ線 .................................................................... ｱ 0354. 

ＰＥＴ糸屑 ................................................................ ｶ 0051. 

ＰＰボード ................................................................ ｻ 0306. 

ピエゾポンプ ............................................................. ｶ 0442. 

光触媒二酸化チタン溶液 ........................................... ｶ 0907. 

皮革衣類及び同付属品 .............................................. ﾀ 0439. 

皮革製品                                 ｱ 0470.ｱ 0494.

ｶ 0288.ｻ 0139.ｻ 0230.ｻ 0288.ｻ 0319.ｻ 0470.

ｻ 0494.ｻ 0595.ｻ 0777.ｻ 0797.ｻ 0819.ﾀ 0288.

ﾀ 0319.ﾀ 0439.ﾀ 0533.ﾀ 0777.ﾀ 0797.ﾀ 0819. 

日傘 ................................................................ ｻ 0370.ﾀ 0370. 

光触媒加工人工樹木 .................................................. ﾀ 0907. 

光触媒除菌脱臭機 ...................................................... ｶ 0683. 

光触媒製品 ..................................................... ｱ 0683.ｶ 0683. 

光触媒ゾル ................................................................ ｶ 0683. 

光触媒フィルター ...................................................... ｶ 0683. 

光接続箱 .................................................................... ｱ 0625. 

光センサー ................................................................ ｱ 0554. 

光測定器 ............................................. ｱ 0297.ｶ 0297.ｻ 0297. 

光ファイバー .................................................. ｶ 0654.ﾀ 0654. 

光ファイバーケーブル .............................................. ﾀ 0600. 

光部品 ................................................ ｱ 0297.ｶ 0297.ｻ 0297. 

引き抜き機 ................................................................ ｻ 0820. 

引抜鋼管 .................................................................... ｱ 0820. 

引抜みがき棒鋼 ......................................................... ｱ 0378. 

微細気泡発生装置 ........................................... ｱ 0804.ｶ 0804. 

膝掛け ............................................................ ｻ 0503.ﾀ 0503. 

ＰＣＤ研削盤 .................................................. ｱ 0599.ｶ 0599. 

ビジネスケース .............................................. ｶ 0288.ﾀ 0288. 
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ビジネスフォーム ........................................... ｱ 0253.ｱ 0385. 

                                  ｶ 0253.ｻ 0385.ｻ 0459. 

美術陶芸品 ..................................................... ｱ 0657.ｶ 0657. 

美術品               ｱ 0657.ｱ 0802.ｶ 0301.ｶ 0657.ｶ 0802. 

ｻ 0021.ｻ 0045.ｻ 0072.ｻ 0301.ｻ 0519. 

ﾀ 0021.ﾀ 0045.ﾀ 0072.ﾀ 0301.ﾀ 0519. 

ビスケット ................................................................ ｻ 0775. 

ピストンリング加工専用工作機械 ............................. ｶ 0400. 

ピストンロッド .............................................. ｱ 0770.ｻ 0770. 

微生物剤 ......................................................... ｻ 0837.ﾀ 0837. 

非接触三次元測定機器 .................................... ｱ 0166.ｶ 0166. 

湿し水 ........................................................................ ｶ 0618. 

ヒーター（電気式） ............... ｱ 0126.ｱ 0574.ｶ 0126.ｶ 0574. 

ビタバァレー ............................................................. ｱ 0576. 

七面鳥の羽毛 ............................................................. ｻ 0487. 

筆記具                            ｱ 0328.ｱ 0661.ｱ 0871. 

                     ｶ 0328.ｶ 0661.ｻ 0328.ｻ 0661.ﾀ 0533. 

筆記用インキ ............................................................. ｱ 0661. 

ビデオ機器 ................................................................ ﾀ 0402. 

非鉄金属              ｱ 0059.ｶ 0059.ｶ 0069.ｶ 0150.ｶ 0376. 

ｻ0150.ｻ 0314.ｻ0376.ｻ0809.ﾀ0069. 

ﾀ0150.ﾀ 0314.ﾀ0441.ﾀ0600.ﾀ0857. 

非鉄金属製板 ............................................................. ｶ 0069. 

非鉄金属製条 ............................................................. ｶ 0069. 

非鉄金属製品 .................................................. ｶ 0069.ｶ 0376. 

                                  ｻ 0314.ﾀ 0314.ﾀ 0600. 

非鉄金属製パイプ ...................................................... ｶ 0069. 

非鉄金属製棒 ............................................................. ｶ 0069. 

雛人形（陶磁器製） ........................... ｱ 0481.ｻ 0587.ﾀ 0587. 

ビニル手袋 ................................................................ ﾀ 0723. 

ビニルホース .................................................. ｶ 0306.ｻ 0306. 

捻止め装置 ..................................................... ｱ 0874.ｶ 0874. 

火花よけクロス .............................................. ｱ 0635.ｶ 0635. 

ＰＰベルト ................................................................ ｻ 0781. 

ＰＶＣコイルマット ....................................... ｱ 0580.ｶ 0580. 

ＰＶＣコンパウンド .................................................. ｱ 0306. 

ＰＶＣレース .................................................. ｱ 0580.ｶ 0580. 

ひやむぎ ......................................................... ｱ 0221.ｶ 0221. 

美容院用衣料 .................................................. ｱ 0841.ｶ 0841. 

美容関連品                 ｶ 0485.ｶ 0702.ｻ 0018.ｻ 0485. 

ｻ 0678.ｻ 0702.ﾀ 0485.ﾀ 0678.ﾀ 0702. 

美容機器・用品 .............................................. ｻ 0678.ﾀ 0678. 

美容雑貨 ............................................. ｶ 0702.ｻ 0702.ﾀ 0702. 

表示器（電気式） ...................................................... ｱ 0554. 

表面処理装置                            ｱ 0089.ｱ 0358. 

                           ｶ 0089.ｶ 0358.ｻ 0358.ｻ 0893. 

美容用品 ............................................. ｶ 0485.ｻ 0485.ﾀ 0485. 

肥料 ................................................................ ｻ 0837.ﾀ 0837. 

ピーリング製品 ......................................................... ｱ 0378. 

ビール ............................................................. ｻ 0405.ﾀ 0405. 

ビル管理システム ...................................................... ｱ 0813. 

ビールサーバー .............................................. ｱ 0746.ｶ 0746. 

ピンチバルブ .................................................. ｶ 0442.ｻ 0442. 

瓶（陶磁器製） ......................................................... ｻ 0422. 

 

フ 
 

ファイブラス・ケーシング ............................ ｱ 0727.ｶ 0727. 

ファインショット ........................................... ｱ 0003.ｶ 0003. 

ファインスラグ ......................................................... ｱ 0820. 

ファインセラミックス成形用バインダー ....... ｱ 0878.ｶ 0878. 

ファインセラミックス ........... ｱ 0078.ｱ 0854.ｶ 0078.ｶ 0854. 

ファクス ............................................. ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

ファスナー、ボタン                ｶ 0132.ｶ 0337.ｶ 0542. 

                           ｶ 0788.ｻ 0132.ｻ 0542.ﾀ 0132. 

ファン ............................................................ ｻ 0277.ｻ 0630. 

ファンモーター .............................................. ｱ 0041.ｻ 0041. 

Ｖクランプ ................................................................ ｻ 0295. 

フィットネス用品 ........................................... ｻ 0160.ﾀ 0160. 

フィルター                        ｱ 0047.ｱ 0393.ｱ 0433. 

ｱ0508.ｱ0765.ｶ0047.ｶ0433.ｶ0508. 

ｶ0551.ｶ0683.ｶ0765.ｻ0047.ｻ0303. 

ｻ0400.ｻ0433.ｻ0765.ｻ0837.ﾀ0303. 

フィルタークロス ............................... ｱ 0047.ｶ 0047.ｻ 0047. 

フィルターノズル ...................................................... ｻ 0295. 

フィルターハウジング .............................................. ｱ 0393. 

フィルターバッグ ................... ｱ 0047.ｱ 0393.ｶ 0047.ｻ 0047. 

フィルタープレス ............................... ｱ 0159.ｱ 0767.ｶ 0767. 

フィルム                                       ｱ 0011. 

ｱ0193.ｱ0528.ｱ0727.ｱ0741.ｱ0808. 

ｱ 0811.ｶ 0011.ｶ 0065.ｶ 0327.ｶ 0387. 

ｶ0413.ｶ0414.ｶ0417.ｶ0498.ｶ0505. 

ｶ0528.ｶ0727.ｶ0741.ｶ0744.ｶ0785. 

ｶ0808.ｶ0846.ｻ0283.ｻ0327.ｻ0413. 

ｻ0414.ｻ0498.ｻ0505.ｻ0580.ｻ0740. 

ｻ0741.ﾀ0417.ﾀ0498.ﾀ0505.ﾀ0740. 

フィルム・チップ ...................................................... ｶ 0051. 

フィルム半加工品 ...................................................... ｶ 0785. 

フィルム（プラスチック製）               ｱ 0808.ｶ 0065. 

ｶ 0413.ｶ 0414.ｶ 0498.ｶ 0505.ｶ 0808. 

ｶ 0846.ｻ 0413.ｻ 0414.ｻ 0505.ﾀ 0505. 

フィンガジョインタ（木工用） ..................... ｱ 0070.ｶ 0070. 

風船 .................................................... ｶ 0207.ｻ 0207.ﾀ 0207. 

風船ガム ......................................................... ｱ 0782.ｶ 0782. 

風船用器材 ................................................................ ｻ 0207. 

風鈴（陶磁器製） ...................................................... ｱ 0481. 

フェザーオーナメント .............................................. ｱ 0487. 

フェザートリミング .................................................. ｱ 0487. 

フェノール積層板 ........................................... ｱ 0727.ｶ 0727. 

フェルト                          ｱ 0215.ｱ 0425.ｶ 0293. 

                           ｶ 0499.ｻ 0215.ｻ 0293.ﾀ 0499. 

フェルト土木資材 ...................................................... ｱ 0551. 

フェルトペン .................................................. ｱ 0328.ｶ 0328. 

フェルラ酸 ..................................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

フェンス ......................................................... ｱ 0549.ｻ 0232. 

フェンツ .................................................................... ｶ 0051. 

フォークリフト       ｶ 0158.ｶ 0345.ｶ 0520.ｶ 0563.ｶ 0731. 

ｶ 0792.ｻ 0345.ｻ 0792.ﾀ 0345.ﾀ 0792. 

フォークリフト用爪 .................................................. ｻ 0345. 

フォークリフトトラック ........................................... ｶ 0520. 

フォークリフト用タイヤ .................... ｻ 0320.ｻ 0792.ﾀ 0792. 

フォークリフト用椅子 .............................................. ｻ 0792. 

フォーミングフラットダイス ......................... ｱ 0410.ｶ 0410. 

武器 ................................................................ ｻ 0610.ﾀ 0090. 

フキエキス ..................................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

武器用部品 ................................................................ ｻ 0610. 
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複合織物 ......................................................... ｶ 0631.ﾀ 0631. 

複合機 ................................................. ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

福祉機器                          ｱ 0143.ｱ 0228.ｱ 0372. 

ｱ 0525.ｱ 0571.ｶ 0143.ｶ 0231. 

ｶ 0372.ｶ 0525.ｻ 0372.ﾀ 0849. 

福祉部品 .................................................................... ｱ 0571. 

服飾小物 ......................................................... ｻ 0702.ﾀ 0236. 

袋箱詰装置 ..................................................... ｱ 0394.ｶ 0394. 

袋（プラスチック製） ........................ ｶ 0505.ｻ 0505.ﾀ 0505. 

袋物（繊維） ...................................... ｱ 0289.ｻ 0157.ｻ 0468. 

フコキサンチン ......................................................... ｱ 0170. 

ブシュ ............................................................. ｱ 0428.ｶ 0428. 

不織布                                  ｱ 0215.ｱ 0259. 

ｱ0340.ｱ 0635.ｱ0667.ｱ0727.ｶ0051. 

ｶ0215.ｶ 0259.ｶ0388.ｶ0727.ｻ0030. 

ｻ0215.ｻ 0393.ｻ0667.ｻ0846.ﾀ0499. 

不織布ホイール ......................................................... ｱ 0154. 

不織布ロール .................................................. ｱ 0259.ｶ 0259. 

婦人靴 ........................................................................ ｻ 0245. 

婦人服                                   ｱ 0336.ｱ 0337. 

ｶ0381.ｶ 0877.ｻ0018.ｻ0192.ｻ0230. 

ｻ0313.ｻ 0336.ｻ0337.ｻ0439.ｻ0468. 

ﾀ0192.ﾀ 0313.ﾀ0381.ﾀ0439.ﾀ0468. 

婦人服（毛織物） ...................................................... ﾀ 0439. 

婦人服地 ............................................. ｱ 0676.ｶ 0676.ｻ 0676. 

婦人用外衣                   ｱ 0105.ｱ0185.ｻ0157.ｻ0185. 

ｻ0451.ｻ0723.ｻ0848.ﾀ0439. 

婦人用下着、パジャマ類            ........... ｱ 0474.ｱ 0904. 

ｶ 0904.ｻ 0474.ｻ 0503.ｻ 0848. 

ｻ 0904.ﾀ 0503.ﾀ 0561.ﾀ 0898. 

婦人用ブラウス及びシャツ .... ｱ 0474.ｶ 0877.ｻ 0231.ｻ 0474. 

襖 ............................................................................... ｱ 0584. 

豚の獣毛 .................................................................... ｻ 0174. 

仏具 ................................................................ ｻ 0021.ﾀ 0021. 

仏像（木製） .................................................. ｻ 0045.ﾀ 0045. 

フッ素樹脂加工 .................................. ｱ 0534.ｱ 0883.ｶ 0883. 

フッ素樹脂潤滑用添加剤 ................................ ｱ 0206.ｶ 0206. 

フッ素樹脂スクラップ ............................................... ｻ 0206. 

フッ素樹脂製品 .............................................. ｱ 0027.ｻ 0883. 

フッ素樹脂塗料 ......................................................... ｻ 0883. 

仏壇 ................................................................ ｻ 0021.ﾀ 0021. 

物流機器                          ｱ 0355.ｱ 0733.ｶ 0355. 

ｶ 0500.ｶ 0733.ｻ 0500.ｻ 0733.ﾀ 0500. 

不定形耐火物 ...................................... ｱ 0129.ｱ 0817.ｶ 0817. 

ぶどう（乾燥） ......................................................... ｻ 0744. 

武道具 ........................................................................ ｱ 0060. 

武道用品 ......................................................... ｶ 0060.ｻ 0060. 

布団 ................................................................ ｻ 0503.ﾀ 0503. 

不燃建材製造機械 ........................................... ｱ 0664.ｶ 0664. 

フューエルインジェクター ....................................... ｱ 0006. 

フューエルインレットパイプ .................................... ｱ 0726. 

フューエルポンプ ...................................................... ｱ 0006. 

フューエルポンプ部品 ............................................... ｶ 0006. 

ブラインド ......................................... ｶ 0557.ｻ 0557.ﾀ 0557. 

プラグ ............................................................. ｱ 0365.ｶ 0365. 

ブラシ                            ｱ 0109.ｱ 0114.ｱ 0259. 

ｱ 0312.ｱ 0705.ｱ 0855.ｶ 0114.ｶ0259. 

ｶ0312.ｶ 0705.ｶ0807.ｶ0855.ｻ0109. 

ｻ0174.ｻ0259.ｻ0276.ｻ0312.ｻ0523. 

ｻ0705.ｻ0736.ｻ0759.ﾀ0736.ﾀ0807. 

ブラシレスＤＣモーター ........................................... ｱ 0041. 

プラスチッククリーンボトル ......................... ｱ 0011.ｶ 0011. 

プラスチック製板、シート、フィルム ..................... ｱ 0306. 

ｱ 0727.ｱ 0808.ｱ 0909.ｶ 0306.ｶ 0498. 

ｶ 0727.ｶ 0808.ｶ 0909.ｻ 0008.ｻ 0011. 

ｻ 0110.ｻ 0306.ｻ 0781.ﾀ 0008.ﾀ 0498. 

プラスチック製品                         ｱ 0065.ｱ 0580.

ｱ 0593.ｱ 0656.ｱ 0824.ｱ 0846.ｶ 0383.

ｶ 0498.ｶ 0580.ｶ 0656.ｶ 0846.ｻ 0065.

ｻ 0153.ｻ 0198.ｻ 0580.ｻ 0593.ｻ 0846. 

プラスチック押出成形用切断機 ................................ ｱ 0662. 

プラスチック加工機械 .............................................. ｶ 0790. 

プラスチック屑・スクラップ                     ｶ 0051. 

ｶ 0059.ｶ 0124.ｶ 0367.ﾀ 0124.ﾀ 0367. 

プラスチック原材料          ｱ 0116.ｶ 0051.ｶ 0099.ｶ 0116. 

ｶ 0239.ｶ 0733.ｶ 0846.ｻ 0099.ｻ 0116. 

プラスチック製工業部品 ................................ ｱ 0467.ｻ 0467. 

プラスチック再資源化事業 ....................................... ﾀ 0443. 

プラスチック雑貨                         ｱ 0224.ｱ 0232. 

ｱ0436.ｱ0580.ｶ0224.ｶ0232.ｶ0436. 

ｶ0464.ｶ0472.ｶ0580.ｶ0846.ｻ0103. 

ｻ0224.ｻ0436.ｻ0841.ｻ0846.ﾀ0103. 

ﾀ0153.ﾀ0239.ﾀ0464.ﾀ0498.ﾀ0723. 

プラスチック射出成形品 .................... ｱ 0759.ｶ 0759.ｻ 0759. 

プラスチック射出成形用金型                     ｱ 0249. 

ｱ 0292.ｶ 0292.ｻ 0619. 

プラスチック真空成形機 ................................ ｱ 0035.ｶ 0035. 

プラスチック製管、ホース及び継手         ｱ 0306.ｶ 0144.

ｶ 0306.ｻ 0306.ｻ 0755.

ｻ 0880.ﾀ 0144.ﾀ 0880. 

プラスチック成形用電鋳金型 .................................... ｱ 0234. 

プラスチック製入れ物               ｱ0011.ｱ0058.ｱ0078.

ｱ 0195.ｱ 0224.ｱ 0418.ｱ 0494.ｱ 0781.

ｱ 0874.ｶ 0011.ｶ 0275.ｶ 0288.ｶ 0505.

ｶ 0874.ｻ 0011.ｻ 0058.ｻ 0248.ｻ 0288.

ｻ 0289.ｻ 0402.ｻ 0418.ｻ 0494.ｻ 0505.

ｻ 0682.ﾀ 0248.ﾀ 0288.ﾀ 0402.ﾀ 0505. 

プラスチック製建築資材 .................... ｱ 0027.ｻ 0285.ﾀ 0285. 

プラスチック及び同製品 ..........             ｱ 0116.ｱ 0165. 

ｱ 0472.ｱ 0511.ｱ 0742.ｱ 0759.ｶ0051. 

ｶ 0099.ｶ 0116.ｶ 0177.ｶ 0198.ｶ0239. 

ｶ 0511.ｶ0733.ｶ 0759.ｶ 0821.ｶ0846. 

ｻ 0022.ｻ 0099.ｻ 0116.ｻ 0177.ｻ 0311. 

ｻ0417.ｻ0494.ｻ0669.ｻ0759.ｻ0821. 

ﾀ0022.ﾀ0153.ﾀ0177.ﾀ0669.ﾀ0821. 

プラスチック製精密部品      ｱ 0204.ｱ 0292.ｱ 0573. 

ｶ 0204.ｶ 0292.ｻ 0204.ｻ 0292. 

プラスチック切削加工部品 ............................ ｱ 0511.ｶ 0511. 

プラスチック素材 ........................................... ｱ 0511.ｶ 0511. 

プラスチック段ボール .............................................. ｱ 0781. 

プラスチックチューブ切断機 .................................... ｱ 0662. 

プラスチックパイプ巻取機 ....................................... ｱ 0662. 

プラスチック吹込成形品 ........................................... ｱ 0759. 

プラスチック部品                               ｱ 0182. 

ｱ0204.ｱ0292.ｱ0444.ｱ0467.ｱ0573. 

ｱ 0714.ｶ 0204.ｶ 0292.ｶ 0444.ｻ0204. 
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ｻ0224.ｻ 0292.ｻ0444.ｻ0467.ﾀ0239. 

プラスチック粒 .............................................. ｶ 0051.ﾀ 0124. 

ブラックライト ......................................................... ｱ 0169. 

フラットダイス .............................................. ｱ 0410.ｶ 0410. 

フラットヘルド .............................................. ｱ 0159.ｶ 0159. 

フラフープ ................................................................ ｱ 0742. 

フラメンコギター ...................................................... ｻ 0136. 

プラモデル ..............................ｱ 0694.ｶ 0117.ｶ 0694.ｻ 0694. 

フランジ（ステンレス製） .... ｱ 0473.ｱ 0630.ｶ 0473.ｻ 0473. 

フランジ（鉄鋼製） .................................................. ｻ 0865. 

プランジャー表面樹脂加工 ....................................... ｱ 0534. 

プランジャーポンプ ........................... ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

プラント                          ｱ 0425.ｱ 0448.ｱ 0478. 

ｱ 0491.ｱ 0495.ｱ 0579.ｱ 0583.ｱ 0817.ｶ 0448. 

ｶ 0478.ｶ 0495.ｶ 0579.ｶ 0583.ｶ 0767.ｶ 0817. 

プランニング ............................................................. ﾀ 0443. 

プリアンプ ................................................................ ｶ 0135. 

フリーズドライ苺 ...................................................... ｻ 0218. 

プリフォーム .................................................. ｻ 0402.ﾀ 0402. 

プリペイドカード ........................................... ｻ 0161.ﾀ 0161. 

プリンター ......................................... ｱ 0728.ｶ 0728.ｻ 0728. 

プリント基板 ............................................................. ﾀ 0825. 

プリント配線板 .............................................. ｱ 0101.ｻ 0101. 

プリントラベルリボン .................................... ｱ 0030.ｶ 0030. 

ふるい機 ......................................................... ｱ 0495.ｶ 0495. 

ブルーシート（工事現場用） .................................... ｻ 0489. 

フルーツ缶詰 ............................................................. ｻ 0517. 

フルーツジュース ...................................................... ｱ 0171. 

フルーツゼリー ......................................................... ｱ 0190. 

プレートフォーミング ............................................... ｱ 0473. 

ブレーカー（遮断器）              ｱ 0195.ｱ 0625.ｶ 0195. 

                           ｻ 0195.ｻ 0625.ｻ 0644.ﾀ 0644. 

プレカット部材 ......................................................... ｱ 0424. 

ブレーカー部品 ......................................................... ｻ 0507. 

ブレーキディスク ...................................................... ｶ 0614. 

ブレーキドラム ......................................................... ｶ 0614. 

ブレーキモーター ...................................................... ｱ 0280. 

フレコンスタンド ...................................................... ｱ 0058. 

プレス加工油 ...................................... ｱ 0369.ｶ 0369.ｻ 0369. 

プレス金型                        ｱ 0180.ｱ 0806.ｱ 0815.

ｶ 0180.ｶ 0806.ｶ 0815.ｻ 0254. 

プレス金型部品 .................................. ｱ 0162.ｶ 0162.ｻ 0162. 

プレス関連機器 .............................................. ｱ 0009.ｶ 0009. 

プレス機                          ｱ 0042.ｱ 0830.ｱ 0870. 

ｶ 0042.ｶ 0830.ｶ 0870.ｻ 0124. 

プレス周辺自動化装置 ............................................... ｱ 0223. 

プレス潤滑剤 .................................................. ｱ 0650.ｶ 0650. 

プレス部品 ............................. ｱ 0146.ｱ 0286.ｻ 0282.ﾀ 0669. 

プレスマット .................................................. ｻ 0117.ﾀ 0117. 

プレプリントライナー ............................................... ｶ 0781. 

プレミアム商品 .................................. ｶ 0383.ｻ 0225.ﾀ 0907. 

ブロック玩具 .................................................. ｱ 0875.ｶ 0875. 

ブロッコリー種子 ...................................................... ｻ 0170. 

フロートスイッチ ...................................................... ｱ 0869. 

フローリング竹 .............................................. ｻ 0463.ﾀ 0463. 

フローリング用コーティング剤 ..................... ｻ 0721.ﾀ 0721. 

フローリング用接着剤 ............................................... ｱ 0350. 

フローリング用メンテナンスケア剤 .............. ｻ 0721.ﾀ 0721. 

フロン回収機 ...................................... ｱ 0034.ｶ 0034.ｻ 0034. 

フロン再生機 ...................................... ｱ 0034.ｶ 0034.ｻ 0034. 

フロン分解機 ............................................................. ｱ 0034. 

分級機 ....................................................................... ｱ 0241. 

文具                              ｱ 0728.ｱ 0846.ｶ 0728.

ｶ 0807.ｶ 0846.ｻ 0328.ｻ 0334.

ｻ 0728.ｻ 0846.ﾀ 0334.ﾀ 0807. 

分光計 ....................................................................... ｶ 0101. 

粉砕機 .................................... ｱ 0495.ｶ 0495.ｻ 0124.ｻ 0767. 

噴水システム ............................................................. ｻ 0232. 

分析機器                                ｱ 0127.ｶ 0332. 

                           ｻ 0330.ｻ 0332.ﾀ 0330.ﾀ 0332. 

粉体混合機 ..................................................... ｱ 0495.ｶ 0495. 

粉体生産設備 ............... ｱ 0708.ｶ 0500.ｶ 0708.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

紛体調味料 ................................................................ ｱ 0244. 

粉体塗料 .................................................................... ｱ 0608. 

分電盤 ......................... ｱ 0195.ｱ 0491.ｱ 0625.ｶ 0195.ｶ 0625. 

分電盤部品 ......................................... ｱ 0625.ｻ 0195.ｻ 0625. 

粉末飲料 .................................................................... ｱ 0838. 

粉末金属 .................................................................... ｻ 0857. 

粉末軽焼マグネサイト .............................................. ｱ 0403. 

粉末ジュース .................................................. ｱ 0779.ｶ 0779. 

粉末焼結金型 ............................................................. ｱ 0262. 

粉末タルク ................................................................ ｱ 0403. 

粉粒体ＦＡシステム ....................................... ｱ 0495.ｶ 0495. 

粉粒体搬送機器 .................................. ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

粉粒体プラントエンジニアリング .................. ｱ 0495.ｶ 0495. 

粉粒体用機器 .......................... ｱ 0495.ｶ 0495.ｻ 0708.ﾀ 0402. 

粉粒体流量計 ............................................................. ﾀ 0402. 

 

ヘ 
 

ヘアブラシ ................................................................ ｻ 0523. 

ベアリング                                      ｱ0421. 

ｱ0428.ｶ0421.ｶ0428.ｶ0438.ｶ0637. 

ｶ0852.ｻ0421.ﾀ0438.ﾀ0851.ﾀ0852. 

ベースギター ............................................................. ｶ 0748. 

ペースト金 ..................................................... ｱ 0609.ｶ 0609. 

ペタライト ................................................................ ｻ 0626. 

ベッド ............................................................ ｻ 0300.ﾀ 0300. 

ベッド（金属製） ...................................................... ｱ 0270. 

ベッドシーツ ............................................................. ｻ 0174. 

ペットフード                      ｶ 0088.ｻ 0088.ｻ 0843.

ﾀ 0088.ﾀ 0843. 

ＰＥＴボトル ............................................................. ｱ 0078. 

ペットボトルカバー ....................................... ｱ 0289.ｻ 0289. 

ベッド（木製） ......................................................... ｻ 0270. 

ペット用紐（散歩ひも） ........................................... ｻ 0508. 

ペット用品                        ｶ 0088.ｻ 0088.ｻ 0106. 

ｻ 0508.ｻ 0907.ﾀ 0088.ﾀ 0106 ﾀ 0907. 

ベニヤグレイダー ........................................... ｱ 0839.ｶ 0839. 

ベニヤコンポーザー ....................................... ｱ 0839.ｶ 0839. 

ベニヤ製造機械        ｱ 0426.ｱ 0664.ｶ 0117.ｶ 0426.ｶ 0664. 

ベニヤロータリーレース ................................ ｱ 0839.ｶ 0839. 

ペーパーホイール ........................................... ｱ 0154.ｶ 0154. 

ベビー衣料            ｱ 0098.ｱ 0105.ｻ 0098.ｻ 0117.ｻ 0225. 

ベビー用肌着 ..............................................................ｻ 0117. 

ベビー用品 ............................. ｶ 0561.ｶ 0671.ｻ 0671.ﾀ 0671. 
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ベリリウム銅展伸材 .................................................. ｶ 0632. 

ベルト ............................................................. ｶ 0823.ﾀ 0144. 

ベルトサンダー .............................................. ｱ 0839.ｶ 0839. 

ベルモットその他のぶとう酒 .................................... ｱ 0197. 

ペレットストーブ ...................................................... ｻ 0574. 

変圧器                             ｱ 0015.ｱ 0458.ｱ 0554. 

ｶ0015.ｻ0458.ｻ0644.ﾀ0644. 

変速機 ................................................. ｱ 0384.ｶ 0384.ﾀ 0814. 

ベンディングマシン .................................................. ｱ 0257. 

変電用機器 ................................................................ ｻ 0015. 

ベントナイト ............................................................. ｶ 0203. 

ペン部品 ......................................................... ｱ 0871.ｻ 0328. 

 

ホ 
 

ホイール .................................................................... ﾀ 0250. 

ホイールバランスウエイト ....................................... ｶ 0428. 

ホイールローダー ...................................................... ｶ 0520. 

防音材 ............................................................. ｱ 0071.ｶ 0071. 

箒又はブラシ用植物性材料 ....................................... ｻ 0855. 

棒鋼材（ステンレス） ............................................... ｶ 0596. 

棒鋼材（鉄） .................................................. ｶ 0857.ﾀ 0857. 

防災用品 .................................................................... ﾀ 0561. 

防錆フィルム .................................................. ｱ 0011.ｶ 0011. 

防錆油                            ｱ 0369.ｱ 0650.ｱ 0698. 

ｶ 0369.ｶ 0650.ｶ 0698.ｻ 0369. 

帽子 .......................................  ｱ 0336.ｱ 0407.ｶ 0407.ｶ 0675. 

ｻ 0230.ｻ 0236.ｻ 0336.ｻ 0407.ｻ 0675. 

ｻ 0723.ﾀ 0503.ﾀ 0675.ﾀ 0723.ﾀ 0780. 

帽子材料 ......................................................... ｶ 0407.ｶ 0675. 

防湿シート ................................................................ ｻ 0110. 

放射線診断・治療機器 ............................................... ｱ 0169. 

宝飾品ケース ............................................................. ｻ 0494. 

防水剤 ............................................................. ｱ 0350.ｱ 0486. 

防水シート ......................................... ｻ 0232.ｻ 0357.ﾀ 0503. 

縫製自動機 ................................................................ ｱ 0877. 

縫製品の修整・検品・加工 ....................................... ｱ 0454. 

縫製用機器 ................................................................ ｱ 0877. 

宝石、貴金属製品 ......  ｱ 0063.ｱ 0259.ｶ 0063.ｶ 0172.ｶ 0818. 

ｻ 0063.ｻ 0161.ｻ 0172.ｻ 0231.ｻ 0319. 

ｻ 0505.ｻ 0580.ｻ 0599.ｻ 0819.ﾀ 0084. 

ﾀ 0172.ﾀ 0319.ﾀ 0505.ﾀ 0533.ﾀ 0819. 

紡績糸 ........................................................................ ｻ 0822. 

宝石箱（木製） .................................. ｱ 0802.ｶ 0802.ｻ 0198. 

包装機械 ......................................................... ｱ 0321.ｱ 0706. 

ｶ 0706.ｶ 0744.ｶ 0893.ｻ 0893. 

包装機械部品 ............................................................. ｻ 0706. 

包装資材 ......................................................... ｱ 0182.ｱ 0413. 

ｱ 0866.ｶ 0430.ｶ 0825.ｶ 0866.ｻ 0147. 

ｻ 0430.ｻ 0866.ﾀ 0026.ﾀ 0430.ﾀ 0825. 

防霜用ファンシステム .................................... ｱ 0732.ｶ 0732. 

包装用フィルム ......................................................... ｶ 0744. 

包帯 ........................................................................... ｻ 0379. 

放電装置 ......................................................... ｱ 0621.ｶ 0621. 

防曇フィルム ............................................................. ｻ 0741. 

防腐処理木材 ............................................................. ｱ 0424. 

紡毛織物 ......................................................... ｶ 0631.ﾀ 0631. 

ホエイ ........................................................................ ｻ 0812. 

ホエイタンパク ......................................................... ｻ 0812. 

補強材 ............................................................ ｱ 0071.ｶ 0071. 

ボクサーブリーフ ........................................... ｱ 0474.ｻ 0474. 

歩行器 ....................................................................... ｱ 0228. 

ホースヒーター .............................................. ｱ 0760.ｶ 0760. 

ホースリール ............................................................. ｶ 0306. 

補正ストッキング ...................................................... ﾀ 0018. 

細線同軸ケーブル ........................................... ｱ 0475.ｻ 0475. 

ほたて貝 .................................................................... ｶ 0183. 

蛍石 ........................................................................... ｻ 0014. 

ボタン ....................................................................... ｶ 0337. 

ポーチ ....................................................................... ｱ 0289. 

補聴器 ............................................................ ｻ 0889.ﾀ 0889. 

補聴器部品 ................................................................ ｻ 0889. 

ボックスコンテナ ...................................................... ｻ 0638. 

ボックスフィーダー .................................................. ｻ 0767. 

ホットランナー ......................................................... ｻ 0249. 

ホッパードライヤー .................................................. ｱ 0590. 

ｶ 0420.ｶ 0590.ｻ 0420.ﾀ 0420. 

ボディーオイル ......................................................... ｶ 0018. 

ボディソープ ...................................... ｱ 0724.ｶ 0724.ﾀ 0018. 

ホテル用品 ..................................................... ｶ 0120.ｶ 0383. 

ｻ 0120.ｻ 0383.ｻ 0818.ﾀ 0120.ﾀ 0818. 

母乳パッド ......................................... ｱ 0143.ｶ 0143.ｻ 0143. 

ホーニングチューブ ....................................... ｱ 0770.ｻ 0770. 

ホビー教材 ..................................................... ｶ 0807.ﾀ 0807. 

ボビンキャップ .............................................. ｱ 0874.ｶ 0874. 

ホーム分電盤 ............................................................. ｱ 0625. 

ポリアミン ................................................................ ｱ 0170. 

ポリウレタン樹脂塗料 .............................................. ｱ 0238. 

ｱ 0608.ｶ 0238.ｶ 0608.ｻ 0883. 

ポリエステル樹脂塗料 ................................... ｱ 0238.ｶ 0238. 

ポリエステル原料 ...................................................... ｶ 0276. 

ポリエステルフィルム .............................................. ｱ 0727. 

ポリエステル生地 ........................................... ｻ 0030.ｻ 0841. 

ポリエチレン袋（PE バッグ） ...................... ｱ 0058.ｻ 0011. 

ポリエーテルポリオール ........................................... ｻ 0350. 

ポリクローナル抗体 ........................... ｱ 0073.ｶ 0073.ｻ 0073. 

ポリシート .................................................................ｻ 0011. 

ポリテトラフルオロエチレン .................................... ｻ 0027. 

ポリプロピレンバッグ（PP バッグ） ....................... ｱ 0058. 

ポリプロピレンフィルム ................................ ｱ 0727.ｶ 0727. 

ポリメリックＭＤＩ .................................................. ｻ 0350. 

ホールカッター .............................................. ｱ 0147.ｶ 0147. 

ボール（ガラス製） .................................................. ｶ 0401. 

ポール竹 ......................................................... ｻ 0463.ﾀ 0463. 

ボルト .................................... ｱ 0031.ｱ 0365.ｱ 0473.ｱ 0836. 

ｶ 0031.ｶ 0365.ｶ 0572.ｶ 0836.ｶ 0856. 

ｻ 0031.ｻ 0061.ｻ 0856.ﾀ 0669.ﾀ 0856. 

ホールトマト ............................................................. ｻ 0256. 

ボールねじ ................................................................ ｱ 0378. 

ボールバルブ .................................................. ｱ 0433.ｶ 0433. 

ボールペン ................................................................ ﾀ 0533. 

ボールミル ......................................... ｱ 0478.ｱ 0767.ｶ 0767. 

ホルムアルデヒド吸着シート .................................... ｶ 0065. 

保冷ランチバッグ ...................................................... ｻ 0289. 

ボーロ ............................................................ ｱ 0462.ｶ 0462. 

ホーロー用絵具 ......................................................... ﾀ 0807. 
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ポロシャツ（紳士用） ........................ ｱ 0474.ｻ 0231.ｻ 0474. 

ポロシャツ（婦人用） ........................ ｱ 0474.ｻ 0231.ｻ 0474. 

ホワイトボード .............................................. ｱ 0114.ｶ 0114. 

盆栽鉢（陶磁器製） ....................................... ｶ 0225.ｶ 0704. 

盆栽用道具 ..................................................... ｶ 0225.ｶ 0704. 

ポンプ ................................................. ｱ 0034.ｱ 0166.ｱ 0196. 

ｱ 0421.ｱ 0428.ｱ 0433.ｶ 0166.ｶ 0196. 

ｶ 0332.ｶ 0428.ｶ 0433.ｶ 0442.ｶ 0563. 

ｶ 0593.ｶ 0829.ｻ 0008.ｻ 0176.ｻ 0196. 

ｻ 0255.ｻ 0332.ｻ 0445.ｻ 0550.ｻ 0755. 

ﾀ 0008.ﾀ 0255.ﾀ 0332.ﾀ 0445.ﾀ 0538. 

ポンプ（液体用） ...................................................... ｱ 0421. 

ポンプ部品 ................................................................ ｻ 0196. 

 

マ 
 

マイクロナイズドシリカ ..................... ｱ 0711.ｶ 0711.ｻ 0711. 

マイクロ波木材水分計 ............................................... ｶ 0070. 

マイクロピペット・プラー ....................................... ｻ 0344. 

マイクロフォージ ...................................................... ｻ 0344. 

マイクロマニピュレーター ....................................... ｻ 0344. 

マカ ........................................................................... ﾀ 0296. 

マキベリー ................................................................ ｻ 0170. 

マキベリーエキス ...................................................... ｱ 0170. 

マーキングシステム ....................................... ｻ 0550.ﾀ 0550. 

マーキングペン .................................. ｱ 0661.ｶ 0661.ｻ 0661. 

幕 ............................................................................... ﾀ 0036. 

マグネサイト .................................................. ｱ 0403.ｻ 0403. 

マグネット製品（プラスチック製） ......................... ﾀ 0498. 

マグネットフック ........................................... ｻ 0513.ﾀ 0513. 

枕 .................................................................... ｱ 0205.ｶ 0205. 

ｻ 0503.ﾀ 0503. 

枕木 ................................................................ ｻ 0464.ﾀ 0464. 

摩擦攪拌接合器 .............................................. ｱ 0627.ｶ 0627. 

摩擦肉盛機 ..................................................... ｱ 0627.ｶ 0627. 

摩擦溶接機 ..................................................... ｱ 0627.ｶ 0627. 

マシニングセンター ....................................... ｶ 0400.ﾀ 0094. 

マスク ................................................. ｶ 0379.ｻ 0379.ﾀ 0379. 

マスコット ................................................................ ﾀ 0406. 

マスタード ..................................................... ｱ 0816.ｶ 0816. 

マスタードの種 ......................................................... ｻ 0816. 

マタニティウエア ...................................................... ｶ 0143. 

マッサージ機 ...................................... ｶ 0515.ｻ 0016.ﾀ 0515. 

マッシュルーム（缶詰） ................................ ｱ 0517.ｻ 0517. 

抹茶 .................................................... ｱ 0025.ｱ 0029.ｱ 0613. 

ｶ 0025.ｶ 0029.ｶ 0613. 

抹茶加工品 ..................................................... ｱ 0613.ｶ 0613. 

抹茶関連商品 .................................................. ｱ 0613.ｶ 0613. 

抹茶の粉 .................................................................... ｱ 0244. 

マット ............................................................. ｶ 0386.ｻ 0406. 

ｻ 0649.ﾀ 0406.ﾀ 0792. 

マットレス ..................................................... ｻ 0503.ﾀ 0503. 

松葉杖 ........................................................................ ｱ 0228. 

マテ ........................................................................... ﾀ 0296. 

窓 .................................................................... ｻ 0056.ﾀ 0056. 

まな板（プラスチック製） ................ ｱ 0306.ｶ 0306.ｻ 0306. 

招き猫（陶磁器製） ....................................... ｱ 0481.ｶ 0481. 

マフラー（排気管） ....................................... ｱ 0286.ｱ 0726. 

マフラー吸音材 ......................................................... ｶ 0635. 

マフラー（衣料） ........................................... ｻ 0723.ﾀ 0723. 

マフラー（排気管）用部品 ....................................... ｶ 0286. 

豆菓子 ............................................................ ｱ 0175.ｶ 0175. 

丸太 .................................................... ｻ 0456.ﾀ 0456.ﾀ 0464. 

丸麦 ........................................................................... ｱ 0576. 

マンドリン ..................................................... ｶ 0748.ｻ 0749. 

 

ミ 
 

磨き帯鋼 ......................................................... ｱ 0803.ｶ 0803. 

みがき棒鋼 ..................................................... ｱ 0820.ｶ 0820. 

御影石タイル ............................................................. ｶ 0422. 

みかん（缶詰） ......................................................... ｻ 0517. 

ミキサー .................................................................... ｻ 0767. 

ミシン、同部品・用品 ................................... ｱ 0679.ｱ 0728. 

ｱ 0729.ｱ 0877.ｶ 0229.ｶ 0728. 

ｶ 0729.ｻ 0229 .ｻ 0728.ｻ 0729. 

ミシン糸 .................................................................... ｶ 0848. 

ミシン部品 ................................................................ ｱ 0729. 

水、氷及び雪 ............................................................. ｻ 0742. 

水質浄化剤（鉄玉） ....................................... ｻ 0317.ﾀ 0317. 

水浄化剤（凝集剤） .................................................. ｶ 0317. 

水処理装置 ................................................................ ｶ 0688. 

水処理プラント ......................................................... ｶ 0767. 

水処理薬品 ................................................................ ｻ 0837. 

味噌 ........................................................................... ｱ 0190. 

溝研削盤 ......................................................... ｱ 0261.ｶ 0261. 

みそだれ ......................................................... ｱ 0794.ｶ 0794. 

蜜蝋 ........................................................................... ｱ 0199. 

ミートスライサー ........................................... ｱ 0905.ｶ 0905. 

ミトン（布製） ......................................................... ｱ 0289. 

ミネラルウォーター .................................................. ｻ 0742. 

耳かき ............................................................ ｻ 0523.ﾀ 0523. 

ミュージアムＧＯＯＤ’ｓ ............................... ｻ 0139.ﾀ 0139. 

ミラクルストーン ...................................................... ｱ 0483. 

ミリ波水分測定システム ................................ ｱ 0590.ｶ 0590. 

味淋 .................................................... ｱ 0197.ｶ 0197.ｻ 0197. 

民族楽器 ......................................................... ｻ 0136.ｻ 0749. 

ミンチシステム .............................................. ｱ 0905.ｶ 0905. 

 

ム 
 

ムイラプアーマ ......................................................... ﾀ 0296. 

無煙ロースター .............................................. ｱ 0362.ｶ 0362. 

無機化学品 ......................................... ｶ 0326.ｻ 0326.ﾀ 0326. 

麦の調整品 ................................................................ ｱ 0890. 

無機塗料 ......................................................... ｱ 0247.ｶ 0247. 

無酸化熱処理加工 ...................................................... ｱ 0713. 

無線遠隔制御機器 ...................................................... ｱ 0437. 

無電極ランプ ............................................................. ﾀ 0402. 

紫イペ ....................................................................... ﾀ 0296. 

紫茶 ........................................................................... ｻ 0170. 

紫茶エキス ..................................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 
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メ 
 

メカトロニクス装置 ....................................... ｱ 0491.ｶ 0094. 

メカニカルシール ........................................... ｻ 0008.ﾀ 0008. 

眼鏡レンズ（ガラス製） ................................ ｱ 0528.ｶ 0528. 

眼鏡レンズ（プラスチック） ......................... ｱ 0528.ｶ 0528. 

眼鏡レンズ用素材 ...................................................... ｻ 0528. 

目地注入機 ................................................................ ｱ 0284. 

メーターユニット ...................................................... ｱ 0184. 

鍍金厚さ測定器 ......................................................... ｶ 0479. 

鍍金液冷却装置 .............................................. ｱ 0126.ｶ 0126. 

メッキ加工 ................................................................ ｱ 0603. 

メッキ線 .................................................................... ｻ 0857. 

めっき装置 ..................................................... ｱ 0603.ｻ 0603. 

鍍金用工具 ................................................................ ｶ 0506. 

滅菌バッグ ................................................................ ｻ 0682. 

メモリー製品 ............................................................. ｱ 0668. 

メラミン樹脂塗料 ...................................................... ｱ 0608. 

メロン種子 ..................................................... ｶ 0007.ｻ 0007. 

綿及び繰綿 ............................. ｶ 0367.ｻ 0367.ｻ 0567.ﾀ 0367. 

綿及び綿織物 .................................................. ｶ 0367.ｶ 0451. 

ｶ 0480.ｶ 0567.ｻ 0260.ｻ 0319.ｻ 0367. 

ｻ 0567.ｻ 0797.ｻ 0848.ﾀ 0319.ﾀ 0367. 

綿織物 ................................................. ｶ 0480.ｶ 0567.ｻ 0319. 

                           ｻ 0367.ｻ 0567.ｻ 0848.ﾀ 0319. 

綿糸 ........................................ ｶ 0567.ｻ 0260.ｻ 0567.ｻ 0848. 

綿セーター ................................................................ ｻ 0157. 

面取り加工機 ............................................................. ｶ 0070. 

綿ボロ ..................................... ｱ 0340.ｶ 0051.ｶ 0340.ｻ 0340. 

麺類 .................................................... ｱ 0221.ｱ 0576.ｱ 0752. 

ｶ 0221.ｶ 0752.ｻ 0397.ﾀ 0397. 

 

モ 
 

毛筆 .................................................... ｻ 0174.ｻ 0736.ﾀ 0736. 

毛布 .................................................... ｶ 0848.ｻ 0174.ﾀ 0723. 

木材 ................................................................ ｶ 0314.ｶ 0793. 

ｻ 0456.ｻ 0464.ｻ 0604.ｻ 0733.ｻ 0793. 

ﾀ 0245.ﾀ 0456.ﾀ 0464.ﾀ 0604.ﾀ 0793. 

木材及び同製品 .............................................. ｱ 0065.ｱ 0182. 

ｱ 0269.ｱ 0386.ｱ 0418.ｱ 0424.ｱ 0492. 

ｱ 0494.ｱ 0584.ｱ 0617.ｱ 0672.ｱ 0722. 

ｱ 0784.ｱ 0802.ｶ 0021.ｶ 0120.ｶ 0167. 

ｶ 0285.ｶ 0314.ｶ 0383.ｶ 0418.ｶ 0690. 

ｶ 0793.ｶ 0802.ｻ 0021.ｻ 0022.ｻ 0045. 

ｻ 0056.ｻ 0065.ｻ 0087.ｻ 0102.ｻ 0110. 

ｻ 0111.ｻ 0120.ｻ 0150.ｻ 0167.ｻ 0198. 

ｻ 0245.ｻ 0269.ｻ 0314.ｻ 0386.ｻ 0402. 

ｻ 0409.ｻ 0418.ｻ 0424.ｻ 0450.ｻ 0456. 

ｻ 0463.ｻ 0464.ｻ 0476.ｻ 0481.ｻ 0490. 

ｻ 0494.ｻ 0523.ｻ 0604.ｻ 0672.ｻ 0721. 

ｻ 0722.ｻ 0733.ｻ 0793.ｻ 0797.ｻ 0894. 

ｻ 0907.ﾀ 0021.ﾀ 0022.ﾀ 0045.ﾀ 0056. 

ﾀ 0102.ﾀ 0120.ﾀ 0167.ﾀ 0245.ﾀ 0246. 

ﾀ 0285.ﾀ 0314.ﾀ 0402.ﾀ 0409.ﾀ 0450. 

ﾀ 0456.ﾀ 0463.ﾀ 0464.ﾀ 0476.ﾀ 0523. 

ﾀ 0604.ﾀ 0721.ﾀ 0725.ﾀ 0793.ﾀ 0825. 

木材加工品 ......................................... ｻ 0245.ｻ 0409.ｻ 0721. 

木材保護用塗料 ......................................................... ｻ 0238. 

木材保存薬剤 ............................................................. ｱ 0424. 

木材用試験機 ............................................................. ｱ 0070. 

木質建材製造機械 ........................................... ｱ 0664.ｶ 0664. 

木製品 .................................... ｱ 0492.ｱ 0722.ｶ 0120.ｶ 0383. 

ｶ 0690.ｻ 0045.ｻ 0065.ｻ 0102.ｻ 0111. 

ｻ 0120.ｻ 0476.ｻ 0481.ｻ 0722.ｻ 0797. 

ｻ 0894.ﾀ 0021.ﾀ 0102.ﾀ 0120.ﾀ 0476. 

木製家具 ............................................. ｱ 0046.ｻ 0046.ｻ 0225. 

木製家具部材 ............................................................. ｱ 0065. 

木製額縁・鏡枠 .................................. ｱ 0386.ｱ 0418.ｱ 0802. 

ｶ 0418.ｻ 0386.ｻ 0418.ｻ 0450.ﾀ 0450. 

木製玩具 ......................................................... ｱ 0737.ｻ 0737. 

木製工芸品 ................................................................ ｻ 0737. 

木製雑貨 ......................................................... ｶ 0120.ｻ 0120. 

ｻ 0523.ﾀ 0120.ﾀ 0523. 

木製の包装容器 .............................................. ｱ 0269.ｱ 0494. 

ｻ 0269.ｻ 0494.ｻ 0733. 

木製フローリング .................... ｻ 0110.ｻ 0721.ﾀ 0285.ﾀ 0721. 

木粉燃焼熱源利用装置 .............................................. ｱ 0425. 

モザイクタイル .................................. ｶ 0602.ｶ 0801.ｻ 0801. 

モーター ............................................. ｱ 0015.ｱ 0041.ｱ 0280. 

ｱ 0623.ｱ 0869.ｱ 0903.ｶ 0015.ｶ 0332. 

ｶ 0623.ｶ 0823.ｶ 0869.ｶ 0903.ｻ 0041. 

ｻ 0062.ｻ 0125.ｻ 0278.ｻ 0332.ｻ 0343. 

ｻ 0384.ｻ 0522.ｻ 0644.ｻ 0732.ｻ 0825. 

ｻ 0829.ﾀ 0278.ﾀ 0332.ﾀ 0644.ﾀ 0895. 

モーター部品 .................................................. ｻ 0278.ﾀ 0278. 

モータープロテクター ................................... ｱ 0869.ｶ 0869. 

木工機械 ...................... ｱ 0038.ｱ 0055.ｱ 0070.ｱ 0425.ｱ 0426. 

ｱ 0664.ｱ 0839.ｶ 0038.ｶ 0055.ｶ 0070. 

ｶ 0117.ｶ 0120.ｶ 0426.ｶ 0664.ｶ 0700. 

ｶ 0839.ｶ 0853.ｻ 0038.ｻ 0055.ｻ 0070. 

ｻ 0700.ｻ 0853.ﾀ 0120.ﾀ 0700.ﾀ 0853. 

木工機械部品 .................................................. ｶ 0117.ｻ 0853. 

木工用機械刃物 ......................................................... ｱ 0147. 

物置 ........................................................................... ｻ 0232. 

モノクローナル抗体 ........................... ｱ 0073.ｶ 0073.ｻ 0073. 

モヘア ....................................................................... ｻ 0591. 

モルダ（木工用） ........................................... ｱ 0070.ｶ 0070. 

モルタルポンプ ......................................................... ｶ 0593. 

モルタル用プライマー .............................................. ｱ 0350. 

モールディング ...................... ｱ 0386.ｻ 0386.ｻ 0450.ﾀ 0450. 

モールド変圧器 ......................................................... ｱ 0440. 

 

ヤ 
 

焼塩 ........................................................................... ﾀ 0395. 

山羊の毛 .................................................................... ｻ 0174. 

焼海苔 .................................... ｱ 0581.ｶ 0581.ｻ 0581.ﾀ 0395. 

薬品 ................................................................ ｱ 0424.ｱ 0486. 

ｱ 0608.ｱ 0618.ｱ 0735.ｶ 0081.ｶ 0486. 

ｶ 0608.ｶ 0618.ｶ 0725.ｶ 0735.ｶ 0821. 

ｶ 0893.ｻ 0081.ｻ 0283.ｻ 0295.ｻ 0331. 

ｻ 0548.ｻ 0735.ｻ 0837.ｻ 0893.ｻ 0894. 

ﾀ 0081.ﾀ 0203.ﾀ 0283.ﾀ 0331.ﾀ 0548. 

ﾀ 0687.ﾀ 0725.ﾀ 0821.ﾀ 0825.ﾀ 0893. 
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冶工具 ........................................................................ ｱ 0075. 

野菜皮剥き機 .................................................. ｻ 0137.ﾀ 0137. 

野菜種子 ...................... ｱ 0653.ｶ 0044.ｶ 0653.ｶ 0776.ｻ 0044. 

ｻ 0653.ｻ 0776.ﾀ 0007.ﾀ 0044.ﾀ 0776. 

野菜ジュース ............................................................. ｱ 0171. 

野菜切さい機 ...................................... ｶ 0137.ｻ 0137.ﾀ 0137. 

野菜苗 ............................................................. ｻ 0776.ﾀ 0776. 

野菜ピューレ ............................................................. ｻ 0171. 

ヤーンカッター ...................... ｱ 0642.ｱ 0874.ｶ 0642.ｶ 0874. 

ヤングカジュアルウェア ........................................... ﾀ 0236. 

 

ユ 
 

油圧機器 ...................... ｱ 0566.ｱ 0693.ｶ 0125.ｶ 0282.ｶ 0558. 

ｶ 0566.ｶ 0693.ｶ 0844.ｻ 0125.ｻ 0427. 

ｻ 0558.ｻ 0829.ﾀ 0083.ﾀ 0125.ﾀ 0282. 

ﾀ 0558.ﾀ 0743.ﾀ 0814.ﾀ 0829.ﾀ 0844. 

油圧機器部品 ...................................... ｱ 0766.ｶ 0117.ｶ 0125. 

ｶ 0743.ｶ 0766.ｻ 0125.ｻ 0566.ﾀ 0125. 

油圧工具 .................................................................... ﾀ 0814. 

油圧システム .................................................. ｶ 0125.ﾀ 0125. 

油圧ショベル ............................................................. ｶ 0437. 

油圧プレス機 .................................................. ｱ 0524.ｶ 0524. 

油圧弁 ........................................................................ ｶ 0829. 

油圧ポンプ ................................................................ ｶ 0829. 

油圧モーター ............................................................. ｻ 0125. 

有機化学品 ......................................... ｶ 0326.ｻ 0326.ﾀ 0326. 

郵便受 ........................................................................ ｻ 0233. 

釉薬 ........................................................................... ｱ 0107. 

釉薬瓦 ........................................................................ ｶ 0119. 

ＵＳＢケーブル .............................................. ｱ 0475.ｻ 0475. 

床材 .................................................... ｶ 0285.ｻ 0056.ﾀ 0056. 

油化装置 .................................................................... ｻ 0352. 

床タイル（陶磁器製） ............................................... ｻ 0868. 

油空圧シール .................................................. ｻ 0008.ﾀ 0008. 

輸血液加温器 .................................................. ｱ 0140.ｶ 0140. 

油剤 ........................................................................... ﾀ 0725. 

油脂及びその分別物 .................................................. ｶ 0170. 

ユズ種子エキス .............................................. ｱ 0170.ｶ 0170. 

油性洗浄剤 ................................................................ ｶ 0568. 

輸送機器 ......................................................... ｱ 0495.ｶ 0495. 

輸送用容器 ..................................................... ｻ 0026.ﾀ 0026. 

ユニフォーム ...................................... ｱ 0068.ｱ 0289.ｱ 0336. 

ｱ 0841.ｱ 0900.ｶ 0143.ｶ 0841.ｶ 0900. 

ｻ 0174.ｻ 0259.ｻ 0293.ｻ 0336.ｻ 0490. 

ｻ 0503.ｻ 0682.ｻ 0756.ﾀ 0503.ﾀ 0756. 

ユニバーサルジョイント .................... ｱ 0216.ｶ 0216.ｻ 0216. 

湯飲み ........................................................................ ｶ 0795. 

ＵＶ塗料 .................................................................... ｱ 0608. 

ユリ（切り花） ......................................................... ｻ 0395. 

湯沸機（電気式） ...................................................... ｱ 0835. 

 

ヨ 
 

洋傘 ........................................ ｱ 0091.ｻ 0091.ｻ 0370.ﾀ 0370. 

羊かん ............................................................. ｱ 0371.ｶ 0371. 

窯業用絵具 ................................................................ ｶ 0626. 

窯業機械 ................................. ｱ 0348.ｱ 0478.ｱ 0495.ｱ 0708. 

ｱ 0739.ｱ 0767.ｱ 0878.ｶ 0081.ｶ 0348. 

ｶ 0478.ｶ 0495.ｶ 0708.ｶ 0767.ｶ 0878. 

ｶ 0887.ｶ 0902.ｻ 0081.ｻ 0124.ｻ 0708. 

ｻ 0767.ﾀ 0081.ﾀ 0561.ﾀ 0887.ﾀ 0902. 

窯業機械部品 .................................................. ｶ 0902.ﾀ 0902. 

窯業原料 .................................................................... ｱ 0107. 

ｱ0271.ｱ0657.ｱ0817.ｶ0081.ｶ0203. 

ｶ0271.ｶ0531.ｶ0626.ｶ0657.ｶ0807. 

ｶ0817.ｶ0847.ｻ0081.ｻ0107.ｻ0314. 

ｻ0531.ｻ0548.ｻ0626.ｻ0628.ｻ0632. 

ｻ0657.ｻ0817.ｻ0847.ﾀ0081.ﾀ0314. 

ﾀ0538.ﾀ0548.ﾀ0628.ﾀ0807.ﾀ0847. 

窯業材料 .................................................................... ﾀ 0538. 

窯業製品 ................................. ｱ 0010.ｱ 0032.ｱ 0066.ｱ 0078. 

ｱ0119.ｱ0129.ｱ0189.ｱ0291.ｱ0338.ｱ0357. 

ｱ0392.ｱ0396.ｱ0481.ｱ0531.ｱ0611.ｱ0617. 

ｱ0632.ｱ0646.ｱ0657.ｱ0695.ｱ0787.ｱ0795. 

ｱ0796.ｱ0802.ｱ0804.ｱ0817.ｱ0854.ｱ0860. 

ｱ0873.ｶ0010.ｶ0013.ｶ0020.ｶ0066.ｶ0078. 

ｶ0102.ｶ0106.ｶ0119.ｶ0173.ｶ0189.ｶ0198. 

ｶ0200.ｶ0212.ｶ0225.ｶ0246.ｶ0291.ｶ0298. 

ｶ0334.ｶ0357.ｶ0363.ｶ0383.ｶ0396.ｶ0422. 

ｶ0481.ｶ0513.ｶ0602.ｶ0611.ｶ0617.ｶ0632. 

ｶ0646.ｶ0657.ｶ0690.ｶ0695.ｶ0704.ｶ0787. 

ｶ0795.ｶ0801.ｶ0802.ｶ0804.ｶ0817.ｶ0818. 

ｶ0847.ｶ0854.ｶ0860.ｶ0894.ｻ0010.ｻ0013. 

ｻ0014.ｻ0020.ｻ0072.ｻ0106.ｻ0189.ｻ0198. 

ｻ0212.ｻ0298.ｻ0314.ｻ0355.ｻ0357.ｻ0363. 

ｻ0383.ｻ0392.ｻ0406.ｻ0422.ｻ0481.ｻ0531. 

ｻ0544.ｻ0587.ｻ0602.ｻ0657.ｻ0695.ｻ0787. 

ｻ0795.ｻ0801.ｻ0818.ｻ0834.ｻ0847.ｻ0868. 

ｻ0894.ﾀ0013.ﾀ0020.ﾀ0072.ﾀ0102.ﾀ0106. 

ﾀ0173.ﾀ0200.ﾀ0246.ﾀ0298.ﾀ0422.ﾀ0538. 

ﾀ0587.ﾀ0602.ﾀ0801.ﾀ0818.ﾀ0868.ﾀ0908. 

窯業プラント .................................................. ｱ 0817.ｶ 0817. 

窯業用絵付材料 ......................................................... ｻ 0807. 

窯業用乾燥炉 ............................................................. ｱ 0739. 

窯業用添加剤 .................................................. ｱ 0486.ｶ 0486. 

窯業用薬品 ......................................... ｱ 0107.ｱ 0609.ｶ 0107. 

ｶ 0609.ｶ 0807.ｻ 0807.ﾀ 0807. 

窯業炉 .................................... ｱ 0129.ｶ 0129.ｻ 0129.ﾀ 0807. 

溶材 ............................. ｱ 0434.ｶ 0356.ｶ 0434.ｻ 0434.ﾀ 0086. 

羊・獣毛及び毛織物 ....................................... ｱ 0480.ｱ 0556. 

ｱ 0586.ｱ 0615.ｱ 0658.ｶ 0451.ｶ 0480. 

ｶ 0567.ｶ 0582.ｶ 0586.ｶ 0591.ｶ 0615. 

ｶ 0631.ｶ 0658.ｻ 0052.ｻ 0260.ｻ 0480. 

ｻ 0567.ｻ 0582.ｻ 0586.ｻ 0591.ｻ 0615. 

ｻ 0658.ｻ 0799.ﾀ 0052.ﾀ 0582.ﾀ 0631. 

養殖用ロープ ............................................................. ｶ 0508. 

溶接機 ............................................................ ｱ 0429.ｱ 0771. 

ｶ 0356.ｶ 0792.ﾀ 0792.ﾀ 0814. 

溶接機部品 ................................................................ ｱ 0501. 

溶接材料 .................................................................... ｶ 0356. 

溶接用機器 .................. ｱ 0429.ｱ 0479.ｱ 0501.ｱ 0607.ｱ 0627. 

ｱ 0726.ｱ 0758.ｱ 0771.ｶ 0356.ｶ 0479. 

ｶ 0572.ｶ 0607.ｶ 0627.ｶ 0726.ｶ 0758. 

ｶ 0792.ｻ 0607.ﾀ 0356.ﾀ 0792.ﾀ 0814. 

溶接用治具 ................................................................ ｻ 0501. 
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洋品 ................................................................ ｻ 0439.ﾀ 0439. 

窯変瓦 ........................................................................ ｶ 0119. 

羊毛布団 .................................................................... ｻ 0582. 

羊毛屑 ........................................................................ ｻ 0799. 

羊毛・繊獣毛の屑 ...................................................... ｻ 0799. 

羊毛断熱材 ................................................................ ﾀ 0582. 

鎧・兜（節句用） ...................................................... ﾀ 0036. 

 

ラ 
 

ライター .................................................................... ﾀ 0533. 

ライチ種子エキス ........................................... ｱ 0170.ｶ 0170. 

ライチ種子 ................................................................ ｻ 0170. 

ラウンドカットワイヤー ................................ ｱ 0553.ｶ 0553. 

ラグ ................................................................ ｻ 0050.ﾀ 0050. 

ラクダの毛 ..................................................... ｻ 0052.ﾀ 0052. 

酪農品 ................................................. ｱ 0199.ｱ 0517.ｶ 0740. 

ｶ 0812.ｻ 0170.ｻ 0199.ｻ 0812. 

ﾀ 0220.ﾀ 0299.ﾀ 0740.ﾀ 0812. 

落綿 .................................................... ｶ 0367.ｻ 0367.ﾀ 0367. 

ラスター ......................................................... ｱ 0609.ｶ 0609. 

ラッカー ......................................................... ｱ 0238.ｶ 0238. 

ラック ........................................................................ ｱ 0195. 

ラック関連機器 ......................................................... ｱ 0491. 

ラッピングクロス ........................................... ｱ 0047.ｶ 0047. 

ラテックス ................................................................ ｻ 0527. 

ラバーウェート ......................................................... ｻ 0549. 

ラベル（繊維製） ............................... ｱ 0772.ｶ 0772.ｻ 0772. 

ラベル・ワッペン（繊維製） ............. ｱ 0772.ｶ 0772.ｻ 0772. 

ランプ傘（陶磁器製） ............................................... ｻ 0422. 

 

リ 
 

リアアクスルビーム .................................................. ｱ 0726. 

理化学用陶磁器製品 .................................................. ｱ 0873. 

理学療法機器 .................................................. ｻ 0302.ﾀ 0302. 

理科用機器 ......................................... ｶ 0849.ｻ 0849.ﾀ 0849. 

リキュール .................. ｱ 0391.ｶ 0197.ｶ 0391.ｻ 0636.ﾀ 0636. 

陸上用ネット .................................................. ｱ 0209.ﾀ 0028. 

リークテスター ......................................................... ｱ 0771. 

離型剤 ............................................................. ｻ 0315.ﾀ 0725. 

リサイクル用品 .............................................. ｱ 0846.ｻ 0846. 

リサージ（一酸化鉛） ............................................... ﾀ 0200. 

リードワイヤー ...................... ｱ 0318.ｱ 0458.ｶ 0318.ｻ 0318. 

リードワイヤー部品 ....................................... ｶ 0318.ｻ 0318. 

リネン ..................................... ｶ 0289.ｻ 0174.ｻ 0293.ｻ 0334. 

ｻ 0340.ｻ 0503.ｻ 0894.ﾀ 0503.ﾀ 0780. 

リパーゼ ......................................................... ｱ 0838.ｶ 0838. 

リハビリ機器 .................................................. ｶ 0016.ﾀ 0016. 

理美容向けクロス＆ケープ ............................ ｱ 0900.ｶ 0900. 

リフト（昇降機） ...................................................... ﾀ 0814. 

リボン ................................................. ｱ 0030.ｶ 0030.ｻ 0030. 

リモコン弁部品 .............................................. ｱ 0840.ｻ 0840. 

リモートコントローラ ............................................... ｻ 0522. 

流体制御関連製品 ............................... ｱ 0442.ｶ 0442.ｻ 0442. 

流体制御機器 .................................................. ｻ 0330.ﾀ 0330. 

流量計 ................................................. ｱ 0017.ｶ 0017.ｶ 0332. 

ｻ 0332.ｻ 0645.ﾀ 0332. 

流量センサー .................................................. ｱ 0017.ｶ 0017. 

リュート .................................................................... ｻ 0136. 

理容院用衣料 .................................................. ｱ 0841.ｶ 0841. 

理容機器 .................................................................... ｻ 0702. 

理容雑貨 .................................................................... ｻ 0702. 

両頭研削盤 ................................................................ ｶ 0400. 

両面テープ ..................................................... ｻ 0519.ﾀ 0519. 

緑化種子 .................................................................... ﾀ 0044. 

緑茶 ........................................ ｱ 0025.ｱ 0613.ｶ 0025.ｶ 0613. 

リラクゼーション機器・用品 ......................... ｻ 0678.ﾀ 0678. 

リングブロアー .............................................. ｻ 0880.ﾀ 0880. 

リンゴンベリー ......................................................... ｻ 0170. 

リンゴンベリーエキス .............................................. ｱ 0170. 

リンス、トリートメント ................................ ｶ 0659.ﾀ 0659. 

 

ル 
 

ルーツブロワー .............................................. ｱ 0067.ｶ 0067. 

ルツボ炉 .................................................................... ｱ 0834. 

ルテイン .................................................................... ｱ 0170. 

ルーフラック .................................................. ｱ 0896.ｶ 0896. 

 

レ 
 

冷間圧造用金型 .............................................. ｱ 0648.ｶ 0648. 

冷間圧造機 ..................................................... ｱ 0040.ｶ 0040. 

冷間圧造品 ................................................................ ｱ 0378. 

冷間圧造用鋼線 .................................. ｱ 0378.ｱ 0820.ｶ 0820. 

冷間鍛造用鋼線 .............................................. ｱ 0820.ｶ 0820. 

冷間鍛造機 ..................................................... ｻ 0606.ﾀ 0606. 

冷間鍛造品 ......................................... ｱ 0286.ｱ 0390.ｱ 0836. 

ｶ 0390.ｶ 0836.ｻ 0390. 

冷蔵庫 ............................................................ ｱ 0746.ｶ 0746. 

冷凍いか ......................................................... ｻ 0786.ﾀ 0786. 

冷凍キムチ ..................................................... ｻ 0786.ﾀ 0786. 

冷凍魚 ................................................ ｱ 0012.ｶ 0012.ｻ 0545. 

ｻ 0692.ｻ 0786.ﾀ 0545.ﾀ 0786. 

冷凍空調サービス機器 ....................... ｱ 0034.ｶ 0034.ｻ 0034. 

冷凍果実 ......................................................... ｻ 0218.ｻ 0744. 

冷凍庫 ............................................................ ｱ 0746.ｶ 0746. 

冷凍食品 ................................. ｶ 0775.ｻ 0894.ﾀ 0220.ﾀ 0775. 

冷凍水産物 ......................................... ｱ 0183.ｻ 0545.ﾀ 0545. 

冷凍卵製品 ................................................................ ｻ 0812. 

冷凍肉 .................................... ｶ 0310.ｻ 0310.ﾀ 0220.ﾀ 0310. 

冷凍・冷蔵庫 ...................................... ｱ 0662.ｱ 0746.ｶ 0746. 

礼服（紳士用） .............................................. ｱ 0404.ｻ 0404. 

レインコート（紳士用） ........................................... ｻ 0723. 

レインコート（婦人用） ........................................... ｻ 0723. 

レギンス ......................................................... ｱ 0474.ｻ 0474. 

レコーダー ......................................... ｱ 0728.ｶ 0123.ｶ 0728. 

ｻ 0123.ｻ 0728.ﾀ 0123. 

レーザー加工機 .............................................. ｱ 0070.ｶ 0070. 

レーザー測定機器 ........................................... ｱ 0761.ｶ 0761. 

レーザーマーキングプロジェクター .............. ｶ 0117.ﾀ 0117. 

レジン歯 ................................. ｱ 0682.ｱ 0872.ｶ 0872.ｻ 0872. 

レストラン用品 .............................................. ｶ 0383.ｶ 0818. 

レスベラトロール ...................................................... ｱ 0170. 

レトルト殺菌機 ......................................................... ﾀ 0647. 
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レベル計 ............................................. ｶ 0332.ｻ 0332.ﾀ 0332. 

煉瓦製造プラント ........................................... ｱ 0448.ｶ 0448. 

レンコン（塩蔵） ........................................... ｻ 0786.ﾀ 0786. 

レンコン（水煮） ........................................... ｻ 0786.ﾀ 0786. 

レンネット ..................................................... ｱ 0838.ｶ 0838. 

 

ロ 
 

炉 ............................................................................... ｱ 0129. 

ｱ 0478.ｱ 0588.ｱ 0612.ｱ 0637.ｱ 0657. 

ｱ 0739.ｱ 0817.ｱ 0834.ｱ 0881.ｶ 0129. 

ｶ 0588.ｶ 0612.ｶ 0632.ｶ 0637.ｶ 0657. 

ｶ 0817.ｶ 0834.ｻ 0129.ｻ 0637.ﾀ 0807. 

蝋燭 .................................................... ｱ 0774.ｻ 0513.ﾀ 0513. 

濾過機（液体用） ............................... ｱ 0295.ｱ 0657.ｱ 0767. 

ｶ 0295.ｶ 0393.ｶ 0593.ｶ 0657. 

濾過・浄化装置 .............................................. ｱ 0217.ｱ 0295. 

ｱ 0316.ｱ 0358.ｱ 0393.ｱ 0440.ｱ 0516. 

ｱ 0657.ｱ 0746.ｱ 0767.ｶ 0217.ｶ 0295. 

ｶ 0331.ｶ 0393.ｶ 0516.ｶ 0568.ｶ 0593. 

ｶ 0598.ｶ 0657.ｶ 0688.ｶ 0746.ｻ 0137. 

ｻ 0295.ｻ 0393.ﾀ 0137.ﾀ 0538.ﾀ 0598. 

濾過助剤 .................................................................... ｻ 0295. 

濾過フィルター ......................................................... ｶ 0568. 

６軸自動盤 ................................................................ ｱ 0263. 

ロースター ..................................................... ｱ 0362.ｶ 0362. 

ロストワックス加工 .................................................. ｱ 0390. 

ロストワックス機械部品 ........................................... ｻ 0732. 

ローダー ......................................................... ｱ 0096.ｶ 0096. 

ロータリーキルン ...................................................... ｱ 0478. 

ロータリーテーブル .................................................. ｱ 0449. 

六角穴付き皿ボルト .................................................. ｱ 0061. 

六角穴付き止めねじ ....................................... ｱ 0061.ｶ 0061. 

六角穴付きボタンボルト ........................................... ｱ 0061. 

六角穴付きボルト ........................................... ｱ 0061.ｶ 0061. 

六角穴付き丸小ねじ .................................................. ｱ 0061. 

ロープ ................................................. ｱ 0063.ｱ 0508.ｱ 0783. 

ｶ 0063.ｶ 0508.ｶ 0740.ｻ 0028. 

ｻ 0508.ｻ 0740.ﾀ 0028.ﾀ 0740. 

ロープ加工品 ............................................................. ｱ 0855. 

ロープ製造機械 .............................................. ｶ 0740.ﾀ 0740. 

炉部品 ........................................................................ ｻ 0129. 

ロボット ................................. ｱ 0769.ｶ 0400.ｶ 0769.ｻ 0380. 

ロボット装置 ...................................... ｱ 0048.ｱ 0263.ｱ 0351. 

ｱ 0664.ｶ 0048.ｶ 0263.ｶ 0420. 

ｶ 0500.ｶ 0664.ｻ 0500.ﾀ 0500. 

ロボット部品 ............................................................. ｻ 0380. 

路面補修車 ..................................................... ｱ 0284.ｶ 0284. 

ローラダイス .................................................. ｱ 0410.ｶ 0410. 

ローラーミル ............................................................. ｻ 0767. 

ロールクラッシャー ....................................... ｱ 0767.ｶ 0767. 

 

ワ 
 

ワイヤーアッセンブリー ................................ ｱ 0063.ｶ 0063. 

ワイヤーケーブル（ステンレス） ............................. ｻ 0673. 

ワイヤ電極線 .................................................. ｻ 0303.ﾀ 0303. 

ワイヤーハーネス ............................... ｱ 0318.ｱ 0475.ｱ 0493. 

ｱ 0750.ｶ 0318.ｶ 0416.ｶ 0493. 

ｻ 0318.ｻ 0416.ｻ 0458.ｻ 0475. 

ｻ 0493.ｻ 0600.ｻ 0750.ﾀ 0416. 

ワイヤーハーネス加工機 ........................................... ﾀ 0842. 

ワイヤーヘルド .............................................. ｱ 0159.ｶ 0159. 

ワイヤーロープ ......................................................... ｻ 0063. 

ワイン ............................................................ ｻ 0405.ｻ 0636. 

                           ｻ 0880.ﾀ 0405.ﾀ 0636.ﾀ 0880. 

若さぎ ................................................ ｻ 0545.ｻ 0692.ﾀ 0545. 

わかめ ....................................................................... ｻ 0220. 

和燭台 ....................................................................... ｱ 0774. 

和装小物 ......................................................... ｻ 0652.ﾀ 0652. 

ワックス ......................................................... ｻ 0721.ﾀ 0721. 

ワッシャー ..................................................... ｱ 0428.ｶ 0031. 

ｶ 0428.ｶ 0856.ﾀ 0856. 

ワッフル .................................................................... ｻ 0218. 

ワッペン（繊維製） ........................... ｱ 0772.ｶ 0772.ｻ 0772. 

和陶器 ....................................................................... ｶ 0690. 

輪止め ....................................................................... ﾀ 0792. 

ワニス ............................................................ ｱ 0238.ｱ 0608. 

ｶ 0238.ｶ 0608.ｶ 0825. 

割竹 ................................................................ ｻ 0463.ﾀ 0463. 

割箸製造機械 .................................................. ｶ 0120.ﾀ 0120. 

割箸包装機 ..................................................... ｶ 0120.ﾀ 0120. 

和蝋燭 ....................................................................... ｱ 0774. 

ワーロンシート .............................................. ｱ 0909.ｶ 0909. 

ワンピース ................................................................ ﾀ 0503. 
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社名別索引 
 

あ 
 

0001  ㈱アイエヌティー 

0002  ㈱アイオー・エム 

0003  ＩＫＫショット㈱ 

0004  アイコ㈱ 

0005  愛三化学工業㈱ 

0006  愛三工業㈱ 

0007  愛三種苗㈱ 

0008  アイシー㈱ 

0009  ㈱アイシス 

0010  ㈱愛新陶器 

0011  ㈱アイセロ 

0012  愛知県淡水養殖漁業協同組合 

0013  愛知交易㈱ 

0014  愛知製鋼㈱ 

0015  愛知電機㈱ 

0016  愛知電子工業㈱ 

0017  愛知時計電機㈱ 

0018  ＩＤルーブル㈱ 

0019  ㈱アイデックス 

0020  ㈱アイトー 

0021  ㈱愛東物産 

0022  ㈲相羽コーポレーション 

0023  ㈱アイホー 

0024  アイホン㈱ 

0025  ㈱あいや 

0026  アイロップ㈱ 

0027  ㈱アイワ 

0028  愛和産業㈱ 

0029  ㈱葵製茶 

0030  ㈱ 青 山 

0031  ㈱青山製作所 

0032  青山電陶㈱ 

0033  赤津機械㈱ 

0034  アサダ㈱ 

0035  ㈱浅野研究所 

0036  ㈲浅野商事 

0037  浅野物産㈱ 

0038  旭工機㈱ 

0039  ㈱旭工業所 

0040  旭サナック㈱ 

0041  旭産業㈱ 

0042  旭精機工業㈱ 

0043  アサヒ繊維工業㈱ 

0044  ㈱アサヒ農園 

0045  旭物産㈱ 

0046  朝日木材加工㈱ 

0047  麻益㈱ 

0048  アスカ㈱ 

0049  ㈱アスカ商会 

0050  東 谷 ㈱ 

0051  ㈱ 足 立 

0052  ㈱アトムズ 名古屋店 

0053  ㈱アピックスインターナショナル 

0054  天野エンザイム㈱ 

0055  アミテック㈱ 

0056  アメリカンホームクラブ㈱ 

0057  ㈱アラクス 

0058  ㈱有吉商店 

0059  アルメック㈱ 

0060  ㈱安信商会 

0061  ㈱アンスコ 

0062  ㈱アンセイ 

0063  ㈱アンタック 

0064  安 藤 ㈱ 

0065  安藤産業㈱ 

0066  ㈱安藤七宝店 名古屋本店 

0067  ㈱アンレット名古屋営業所 

 

い 
 

0068  ㈱飯島産業 

0069  飯田軽金㈱ 

0070  飯田工業㈱ 

0071  イイダ産業㈱ 

0072  飯田商事㈱ 

0073  ㈱医学生物学研究所 

0074  ㈱イケックス工業 

0075  ㈲石川研磨 

0076  ㈱石川精工 

0077  石田英㈱ 

0078  石塚硝子㈱ 

0079  ㈱五十鈴製作所 

0080  井 関 ㈱ 

0081  伊勢久㈱ 

0082  ㈱ＩＳＯＷＡ 

0083  ㈱ 井 高 

0084  ㈲ 一 会 

0085  ㈲イチカワコーポレーション 

0086  ㈱イチショー 

0087  一光住宅㈱ 

0088  ㈱イトウアンド 

カンパニーリミテッド 

0089  伊藤機工㈱ 

0090  伊藤繁吉商店 

0091  ㈱伊藤商店 

0092  伊藤忠商事㈱中部支社 

0093  伊藤電機㈱ 

0094  伊藤信産業㈱ 

0095  糸 喜 ㈱ 

0096  イトーテック㈱ 

0097  稲熊プレス工業㈱ 

0098  稲 山 ㈱ 

0099  ㈱イノアックインターナショナル 

0100  井上護謨工業㈱ 

0101  伊原電子工業㈱ 

0102  伊吹物産㈱ 

0103  ㈱今枝ラタン 

0104  ㈱イマダ 

0105  猪村工業㈱ 

0106  井元産業㈱ 

0107  ㈱イワサキ 

0108  岩 附 ㈱ 

0109  ㈱インダストリー・コーワ 

0110  ㈲インターナショナルプライオ

リティプロジェクツ 

0111  ㈱インターリンク 

 

う 
 

0112  ㈱ウツノ 

0113  ㈱生方製作所 

0114  ㈱ 馬 印 

 

え 
 

0115  ㈱ 英 幸 

0116  永興物産㈱ 

0117  エイシアトレーディング㈱ 

0118  ㈲英昌ワールド 

0119  栄四郎瓦㈱ 

0120  ＨＲＳ貿易㈲ 

0121  エイベックス㈱ 

0122  ㈱エクシード 

0123  ㈱エクシング 

0124  ㈱ＳＫＲ 

0125  ㈱エス・ティー・アイプロダクト 

0126  ㈱ＳＰＦ 

0127  エナジーサポート㈱ 

0128  ㈱エヌケーパーツ工業 

0129  ＮＧＫキルンテック㈱ 

0130  エヌティーツール㈱ 

0131  ㈱エフエスケー 

0132  エフシーテック㈱ 

0133  ㈱ＦＴＳ 

0134  エムエス工業㈱ 

0135  ㈱エム・オー・シー 

0136  ㈲エム・ジーカンパニー 

0137  ㈱エムラ販売 

0138  ㈱エムワイ暁営業所 

0139  ㈱エルツ・インターナショナル 

0140  エルテック㈱ 

 

お 
 

0141  オーエスジー㈱ 

0142  大岡技研㈱ 

0143  オオサキメディカル㈱ 

0144  ㈱太田廣 

0145  ㈱大橋新治商店 

0146  大林精工㈱ 

0147  大見工業㈱ 

0148  ㈱オカザキテクノグラス 

0149  ㈱岡島パイプ製作所 

0150  岡谷鋼機㈱ 

0151  ㈱オークス 

0152  オークマ㈱ 

0153  小倉産業㈱ 

0154  ㈱オークラ羽布 

0155  ㈱オークローンマーケティング 

0156  ㈲オーケイ機工 

0157  小澤紡績㈱ 

0158  ㈱オーシャントレーディング 
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0159  落合ヘルド㈱ 

0160  オックス貿易㈱ 

0161  ㈱オートワールド 

0162  オネストン㈱ 

0163  オバナヤ・セメンテックス㈱ 

0164  オハラ樹脂工業㈱ 

0165  ㈱オプコ 

0166  ㈱オプトン 

0167  ㈱オムニツダ 

0168  オムロンアミューズメント㈱ 

0169  オリオン・ラドセーフメディカル㈱ 

0170  オリザ油化㈱ 

 

か 
 

0171  カゴメ㈱ 

0172  ㈱ 柏 圭 名古屋支店 

0173  鹿島貿易㈱ 

0174  華 潤 ㈱ 

0175  春日井製菓㈱ 

0176  化成工業㈱ 

0177  ㈱カテックス 

0178  加藤謙鉄工㈱ 

0179  ㈱加藤商事 

0180  ㈱加藤製作所 

0181  ㈱加藤製作所 

0182  金山化成㈱ 

0183  カネキ水産㈱ 

0184  兼工業㈱ 

0185  金伴繊維㈱ 

0186  兼 房 ㈱ 

0187  ㈱カネミヤ 

0188  ㈱加納 

0189  ㈱ 神 清 

0190  神谷醸造食品㈱ 

0191  加茂精工㈱ 

0192  カロライン㈱ 

0193  カワシマ㈱ 

0194  川村硝子工芸㈱ 

0195  河村電器産業㈱ 

0196  ㈱川本製作所 

0197  甘強酒造㈱ 

0198  神田エンタープライズ商会 

0199  神田養蜂場 

0200  ㈱神戸商会 

 

き 
 

0201  菊水化学工業㈱ 

0202  キクタニミュージック㈱ 

0203  木曽興業㈱ 

0204  北川工業㈱ 

0205  ㈱Kitamura Japan 

0206  ㈱喜多村 

0207  キッシーズ㈱ 

0208  ㈱鬼頭精器製作所 

0209  木下製網㈱ 

0210  キムラ漬物㈱ 

0211  木村刃物製造㈱ 

0212  ㈱キャラック 

0213  ㈱共栄社 

0214  協永トレーディング㈱ 

0215  協成産業㈱ 

0216  協和工業㈱ 

0217  ㈱キョクトー 

0218  清田産業㈱ 

0219  金銀花酒造㈱ 

0220  ㈱金城軒 

0221  ㈱金トビ志賀 

 

く 
 

0222  クサマ工業㈱ 

0223  楠精工㈱ 

0224  ㈱国盛化学 

0225  ㈱久野貿易商会 

0226  ㈱クラタ産業 

0227  ㈱クリスタル 

0228  クリスタル産業㈱ 

0229  栗本商事㈱ 

0230  栗山通産㈱ 

0231  ㈲グローバルトレーディング 

0232  グローベン㈱ 

 

け 
 

0233  ケイ・ジー・ワイ工業㈱ 

0234  ＫＴＸ㈱ 

0235  ㈱ケイユニフォームサービス 

0236  ㈱ゲイン 

0237  ㈲ケーティーシー 

0238  玄々化学工業㈱ 

0239  建設ゴム㈱ 

 

こ 
 

0240  小浅商事㈱ 

0241  晃栄産業㈱ 

0242  広機通商㈱ 

0243  ㈱工商エンジニアリング 

0244  ㈱宏昌食糧研究所 

0245  興 和 ㈱ 

0246  五英通商㈱ 

0247  ㈱五合 

0248  ㈱コスモジャパン 

0249  コヅカテクノ㈱ 

0250  ㈱ゴッチインターナショナル 

0251  後藤工業㈱ 

0252  寿金属工業㈱ 

0253  小林クリエイト㈱ 

0254  ㈱コパル・エヌ・ダブリュー 

0255  ㈱コマ・インターナショナル 

0256  コーミ㈱ 

0257  コムコ㈱ 

0258  ㈱コメットカトウ 

0259  ㈱コーワ 

0260  近 藤 ㈱ 

0261  ㈱コンドウ 

0262  ㈱近藤機械製作所 

0263  ㈱近藤製作所 

0264  近藤設備設計㈱ 

 

さ 
 

0265  サカエ理研工業㈱ 

0266  榊原精器㈱ 

0267  ㈱サギサカ 

0268  ㈱さくら 

0269  ㈲サクラケース 

0270  桜屋工業㈱ 

0271  笹田工業㈱ 

0272  ㈱札幌かに本家 

0273  ㈱佐藤鉄工所 

0274  ㈱サーモセッタ 

0275  澤田繊維産業㈱ 

0276  澤田紡績㈱ 

0277  三栄商事㈱ 

0278  三遠機材㈱ 

0279  ㈱ 三 機 

0280  ㈱ 産 機 

0281  ㈱ 三 技 

0282  ㈱三機商会 

0283  三京化成㈱ 

0284  ㈱三協メカニック 

0285  ㈱サンゲツ 

0286  ㈱ 三 五 

0287  三光金型㈱ 

0288  サンコー鞄㈱ 

0289  サンコール産業㈱ 

0290  三州資材工業㈱ 

0291  三州野安㈱ 

0292  ㈱三琇プレシジョン 

0293  三生貿易㈱ 

0294  三信鉱工㈱ 

0295  ㈱三進製作所 

0296  ㈱サンシントレーディング 

0297  SANTEC㈱ 

0298  ㈲三二商店 

0299  ㈲サンパギータ 

0300  ㈱サン・ハーベスト 

0301  ㈱三明貿易 

0302  ㈱サンメディカル 

0303  ㈲サンメンテナンス工機 

0304  三友工業㈱ 

0305  ㈲サンユー商事 

0306  ㈱三洋化成 

0307  三洋電子㈱ 

0308  三洋貿易㈱ 名古屋支店 

0309  ㈱三和化学研究所 

0310  ㈱さんわコーポレーション 

0311  ㈱三和スクリーン銘板 

0312  ㈱サンワード 

0313  ㈱サン・ワールド 

 

し 
 

0314  ジーエーインペックス㈱ 
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0315  ㈱ＪＦＳ貿易 

0316  ㈱ジェイピーシー 

0317  ＪＣＫ㈱ 

0318  ㈱ジーエスエレテック 

0319  ジェルコ㈱ 

0320  ㈱シグマ商事 

0321  ＣＫＤ㈱ 

0322  ㈱システムリサーチ 

0323  ㈱ジーテー貿易 

0324  ㈱シード 

0325  シバタ貿易㈱ 

0326  ＣＢＣ㈱名古屋支店 

0327  島貿易㈱ 名古屋営業所 

0328  シヤチハタ㈱ 

0329  ㈱ジャパーナ 

0330  ジャパンコントロールス㈱ 

0331  ㈱ジャパン・ゼネラル貿易 

0332  ジャパンマシナリー㈱ 

0333  重機商工㈱ 

0334  ジュエル商事㈱ 

0335  ㈱守隨本店 

0336  ㈱ジュトク 

0337  ㈱ジュニア― 

0338  春暁陶器㈱ 

0339  松栄工業㈱ 

0340  庄 司 ㈱ 

0341  ㈱昌新 名古屋支店 

0342  ㈱城東製作所 

0343  ㈱昭和電機製作所 

0344  ショーシンＥＭ㈱ 

0345  ㈲白鳥機械 

0346  シロキクリエイトサービス㈱ 

0347  シロキ工業㈱ 

0348  新栄機工㈱ 

0349  ㈲信栄商会 

0350  シンク化学工業㈱ 

0351  新光技研㈱ 

0352  ㈱伸光テクノス 

0353  神星工機㈱ 

0354  新星工業㈱ 

0355  ㈱シンテックホズミ 

0356  ㈱ 新 東 

0357  新 東 ㈱ 

0358  新東工業㈱ 

0359  新日工業㈱ 

0360  新日本化学工業㈱ 

0361  シンフォニー㈱ 

0362  シンポ㈱ 

0363  親和貿易㈱ 

 

す 
 

0364  ㈱末廣堂 

0365  ㈱杉浦製作所 

0366  スギ製菓㈱ 

0367  ㈱杉野商店 

0368  ㈱スギノプレス 

0369  スギムラ化学工業㈱ 

0370  ㈱杉本商事 

0371  杉本屋製菓㈱ 

0372  ㈱スギヤス 

0373  スズキ＆アソシエイツ㈲ 

0374  鈴木魚探㈱ 

0375  ㈱鈴木商会 

0376  鈴木特殊鋼㈱ 

0377  ㈱スズケン 

0378  鈴秀工業㈱ 

0379  スズラン㈱ 

0380  ㈱スター精機 

0381  ㈱スパイス 

0382  スペースシステムズ㈱ 

0383  スミス･インターナショナル･ジャパン㈱ 

0384  住友重機械工業㈱ ＰＴＣ事業部 
ギアモーター統括部 ギアモータ部 

 

せ 
 

0385  ㈱セイコードー 

0386  合資会社瀬尾製額所 

0387  積水ナノコートテクノロジー㈱ 

0388  ㈱セキソー 

0389  ㈱セキデン春日井工場 

0390  関戸機鋼㈱ 

0391  関谷醸造㈱ 

0392  セトクラフト㈱ 

0393  ゼット工業㈱ 

0394  ゼネラルパッカー㈱ 

0395  世裕商事㈲ 

0396  ㈱セラミックジャパン 

0397  セントラルシティ商事㈱ 

0398  扇 文 ㈱ 

 

そ 
 

0399  双日㈱名古屋支店 

0400  双日マシナリー㈱ 

0401  曽我ガラス㈱ 

0402  ㈱ＳＯＴＡＣ 

0403  ソブエクレー㈱ 

 

た 
 

0404  大栄既製服㈱ 

0405  大榮産業㈱ 

0406  ㈱ダイカイ 

0407  ダイキョーオータ㈱ 

0408  大 弘 ㈱ 

0409  ㈱太閤 

0410  ㈱大光製作所 

0411  ダイコク電機㈱ 

0412  ダイサン・㈱ 

0413  大三紙業㈱ 

0414  ㈲大三ダイテック 

0415  ㈱対松堂電子事業部 

0416  ㈱タイセイ 

0417  泰成興業㈱ 

0418  ㈱ 大 仙 

0419  大東産業㈱ 

0420  大同トレーディング㈱ 

0421  大同メタル工業㈱ 

0422  ダイナマックス コーポレーション㈱ 

0423  ㈱ダイナモ 

0424  大日本木材防腐㈱ 

0425  ㈱たいへい 

0426  ㈱太平製作所 

0427  太平貿易㈱ 名古屋支店 

0428  大豊工業㈱ 

0429  大豊精機㈱ 

0430  大丸興業㈱名古屋事業所 

0431  ㈲タイムエンタープライズ 

0432  タイム技研㈱ 

0433  大洋技研工業㈱ 

0434  ㈱タイルメント 

0435  ㈱ダイワエクセル 

0436  大和化成工業㈱ 

0437  大和機工㈱ 

0438  ㈱大和興業 

0439  鷹 岡 ㈱ 名古屋支店 

0440  タカオカ化成工業㈱ 

0441  ㈱タカギスチール 

0442  高砂電気工業㈱ 

0443  高沢産業㈱名古屋支店 

0444  ㈱高瀬金型 

0445  ㈱タカトテクニカ 

0446  ㈱高橋精機工業所 

0447  高橋物商㈱ 

0448  高浜工業㈱ 

0449  高広工業㈱ 

0450  高山ガクブチ㈱ 

0451  瀧定名古屋㈱ 

0452  ㈱ 滝 善 

0453  タキヒヨー㈱ 

0454  ㈱タグチ 

0455  ㈱タクマ食品 

0456  ㈱竹市場 

0457  ㈱竹内家具店 

0458  ㈱ 竹 代 

0459  竹田印刷㈱ 

0460  ㈱竹田嘉兵衛商店 

0461  ㈱武田コーポレーション 

0462  竹田本社㈱ 

0463  ㈱ 竹 廣 

0464  ㈱タケヒロ産業 

0465  竹本油脂㈱ 

0466  タジマ工業㈱ 

0467  タツミ化成㈱ 

0468  田 中 ㈱ 

0469  ㈲タナカ 

0470  ㈱タナベ 

0471  ㈱玉津浦木型製作所 

0472  玉野化成㈱ 

0473  ㈱タムラ 

 

ち 
 

0474  チーカス㈱ 

0475  千年エンジニアリング㈱ 
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0476  ㈱ちどり産業 

0477  ㈱中栄薬化交易 

0478  中央化工機㈱ 

0479  ㈱中央製作所 

0480  中外国島㈱ 

0481  ㈱中外陶園 

0482  ㈱ 中 京 

0483  中京研磨㈱ 

0484  中京重機㈱ 

0485  中京商事㈱ 

0486  中京油脂㈱ 

0487  中日フェザー㈱ 

0488  中部機械㈱ 

0489  中部美化企業㈱ 

0490  ㈱中部理化 

0491  中立電機㈱ 

0492  チヨダ工業㈱ 

0493  千代田電子工業㈱ 

 

つ 
 

0494  ㈱司ケース 

0495  ツカサ工業㈱ 

0496  津田工業㈱ 

0497  土平鋳工㈱ 

0498  ㈱ 槌 屋 

0499  恒川フエルト工業㈱ 

0500  椿本興業㈱ 

0501  ㈱ツルタ製作所 

 

て 
 

0502  ㈱テイエスケイ 

0503  Ｔ・Ｓトレーディング㈱ 

0504  ㈱ＴＭＷ 

0505  ティー・エル・シー㈱ 

0506  ㈱テイクロ 

0507  ㈱テイサク 

0508  ティビーアール㈱ 

0509  ㈱ティーピーエスアビエーションジャパン 

0510  ㈱テクサム技研 

0511  ㈱テクノプラスト 

0512  ㈱テーケーエム ㈱タクマ食品内 

0513  ㈱デコレ 

0514  ㈱寺田楽器 

0515  寺西商事㈱ 

0516  ㈲テル 

0517  天狗缶詰㈱ 

0518  ㈱デンソー 

 

と 
 

0519  ㈱トーアトレーディング 

0520  東亜機械工業㈱ 

0521  ㈱東亜製作所 

0522  東海エレクトロニクス㈱ 

0523  ㈱東海エンタープライズ 

0524  ㈱東海機械製作所 

0525  東海機器工業㈱ 

0526  東海挾範㈱ 

0527  東海軽工㈱ 

0528  東海光学㈱ 

0529  東海興業精機㈱ 

0530  ㈱東海製作所 

0531  東海セラミクス㈲ 

0532  東海漬物㈱ 

0533  東海時計商事㈱ 

0534  東海ポリマー㈱ 

0535  ㈱東海メディカルプロダクツ 

0536  東海窯礦㈱ 

0537  ㈱東海理化電機製作所 

0538  ㈱東京興業貿易商会名古屋支店 

0539  東京材料㈱ 名古屋支店 

0540  ㈱東京衡機試験機 

0541  東 工 ㈱ 

0542  ㈱東郷製作所 

0543  ㈱トウチュウ 

0544  ㈱東原製陶 

0545  ㈱ 東 貿 

0546  ㈱東宝商会 

0547  東邦精器㈱ 

0548  ㈱トウメイ 

0549  トウメイ保安㈱ 

0550  ㈱ 東 陽 

0551  東洋クッション㈱ 

0552  東洋工販㈱ 

0553  東洋精鋼㈱ 

0554  東洋電機㈱ 

0555  東洋フイツテング㈱ 

0556  東和毛織㈱ 

0557  トキワ織物㈱ 

0558  常盤産業㈱ 

0559  トクデンコスモ㈱ 

0560  徳仲㈱ 

0561  冨田商事㈱ 

0562  ㈱トーメーコーポレーション 

0563  トモエモーター㈱ 

0564  ㈲トモミコーポレーション 

0565  豊岡エンジニアリング㈱ 

0566  豊興工業㈱ 

0567  豊 島 ㈱ 

0568  豊田化学工業㈱ 

0569  トヨタ自動車㈱ 

0570  ㈱豊田自動織機 

0571  トヨタ車体㈱ 

0572  豊田鉄工㈱ 

0573  ㈱トヨテック 

0574  ㈱トヨトミ 

0575  トヨネン㈱ 

0576  豊橋糧食工業㈱ 

0577  ㈱トラスト 

0578  ㈱鳥越樹脂工業 

0579  トリニティ工業㈱ 

0580  ㈱トーワ 

 

な 
 

0581  永井海苔㈱ 

0582  長尾商事㈱ 

0583  中川鋳機㈱ 

0584  ㈱中川日産サービス 

0585  中北薬品㈱ 

0586  中伝毛織㈱ 

0587  ㈱中日本陶器 

0588  中日本炉工業㈱ 

0589  ナカノアビエーション㈱ 

0590  中村科学工業㈱ 

0591  名川繊商㈱ 

0592  名古屋エアゾール㈱ 

0593  ㈱ナゴヤカタン 

0594  ㈱ナゴヤギア 

0595  名古屋商事㈱ 

0596  名古屋スチールサプライ㈱ 

0597  ㈱名古屋精密金型 

0598  名古屋繊維工業㈱ 

0599  名古屋ダイヤモンド工業㈱ 

0600  名古屋電気㈱ 

0601  名古屋特殊鋼㈱ 

0602  名古屋トレーディング㈱ 

0603  名古屋メッキ工業㈱ 

0604  名古屋木材㈱ 

0605  名古屋理研電具㈱ 

0606  ㈱ナショナルマシナリーアジア 

0607  ㈱ナ・デックス 

0608  ナトコ㈱ 

0609  浪速金液㈱ 

0610  ㈱ナブ．エヤー 

0611  ㈱成田製陶所 

0612  ㈱ナリタテクノ 

0613  ㈱南山園 

 

に 
 

0614  西岡可鍛工業㈱ 

0615  西川毛織㈱ 

0616  ㈱西村製作所 

0617  ニチハ㈱ 

0618  ㈱日研化学研究所 

0619  日進工業㈱ 

0620  日進省力機工業㈱ 

0621  日新電装㈱ 

0622  日清紡メカトロニクス㈱ 

0623  ㈱ニッセイ 

0624  ㈱ 日 東 

0625  日東工業㈱ 

0626  日陶産業㈱ 

0627  日東制機㈱ 

0628  日陶連原料㈱ 

0629  ニットナゴヤ 

0630  日本ピュアテック㈱ 

0631  日本エース㈱ 

0632  日本ガイシ㈱ 

0633  日本機械ネットワーク㈱ 

0634  日本金陵貿易㈱ 

0635  日本グラスファイバー工業㈱ 

0636  ㈱日本グランド・シャンパーニュ 

0637  ㈱日本高熱工業社 
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0638  日本車輌製造㈱ 

0639  日本スタッドウェルディング㈱ 

0640  日本聖益貿易㈱ 

0641  日本制禦機器㈱ 名古屋事業所 

0642  日本セレン㈱ 名古屋工場 

0643  日本超硬㈱ 

0644  日本テクノコントロールス㈱ 

0645  日本テスコン㈱ 

0646  日本特殊陶業㈱ 

0647  日本バイオコン㈱ 

0648  日本ハードウェアー㈱ 

0649  日本ベターリビング㈱ 

0650  日本メカケミカル㈱ 

0651  日本メナード化粧品㈱ 

0652  丹羽幸㈱ 

 

の 
 

0653  ㈱野崎採種場 

0654  ㈱ノダキ 

0655  ㈲野田工業製作所 

0656  則武化学㈱ 

0657  ㈱ノリタケカンパニーリミテド 

0658  ㈱野呂英作 

 

は 
 

0659  ㈱バイオテック 

0660  ㈱パイオニア風力機 

0661  パイロットインキ㈱ 

0662  ハギノ機工㈱ 

0663  ㈱ハクサン 

0664  橋本電機工業㈱ 

0665  八井商会㈱ 

0666  合資会社八丁味噌 

0667  服部猛㈱ 

0668  ㈱バッファロー 

0669  ㈱ハナイタイト 

0670  花木産業 

0671  パパジーノ㈱ 

0672  ㈱パームホルツ 

0673  ㈱林スプリング製作所 

0674  林テレンプ㈱ 

0675  林八百吉㈱ 

0676  早善織物㈱ 

0677  原ウール㈱ 

0678  ㈱ハル・コーポレーション 

0679  ㈱バルダン 

0680  ㈱坂角総本舗 

0681  ㈱半谷製作所 

 

ひ 
 

0682  ㈱ビーエスエーサクライ 

0683  ㈱光触媒研究所 

0684  ㈱ヒサダ 

0685  日高工業㈱ 

0686  ㈱日立製作所 中部支社 

0687  ㈱ビッグウェーブ 

0688  ㈱ビップウ 

0689  ㈱ビップ商工 

0690  ヒトシ・カンパニー 

0691  ㈱平岩鉄工所 

0692  ㈱平松食品 

0693  ヒロタカ精機㈱ 

 

ふ 
 

0694  ㈲ファインモールド 

0695  ㈱フォノン明和 

0696  ㈱フカヤ 

0697  福花園種苗㈱ 

0698  複合資材㈱ 

0699  福徳商事㈱ 

0700  ㈱フクモト 

0701  富士㈱ 

0702  ㈱ 富 士 

0703  ㈱ＦＵＪＩ 

0704  フジアンドカンパニー 

0705  ㈱富士カーボン製造所 

0706  ㈱フジキカイ 

0707  富士機鋼㈱ 

0708  富士工機㈱ 

0709  富士高分子工業㈱ 

0710  ㈲富士商 

0711  富士シリシア化学㈱ 

0712  不二精工㈱ 

0713  藤田螺子工業㈱ 

0714  フジデノロ㈱ 

0715  フジ電計装㈱ 

0716  フジパン㈱ 

0717  フジＢＣ技研㈱ 

0718  フジ・プランツ㈱ 

0719  ㈱富士プレス 

0720  ㈱フジミインコーポレーテッド 

0721  不二木材工業㈱ 

0722  ㈱藤本商会 

0723  ㈱ 扶 双 

0724  ㈱フタバ化学 

0725  二葉産業㈱ 

0726  フタバ産業㈱ 

0727  フタムラ化学㈱ 

0728  ブラザー工業㈱ 

0729  ブラザー精密工業㈱ 

0730  ブリッド㈱ 

0731  フリーマンス貿易 

0732  フルタ電機㈱ 

0733  フルハシＥＰＯ㈱ 

0734  ㈲フレンド商事 

0735  ㈱プロスタッフ 

 

へ 
 

0736  ㈱平成トレーディング 

0737  平和工業㈱ 

0738  碧海工機㈱ 

0739  碧南特殊機械㈱ 

0740  ベルウッドトレーディング 

0741  ㈱ベルグリーンワイズ 

0742  ㈱ベルテック 

 

ほ 
 

0743  豊友物産㈱ 

0744  ホクト商事㈱ 

0745  星ヶ丘通商㈱ 

0746  ホシザキ㈱ 

0747  ㈱ホシノ 

0748  星野楽器㈱ 

0749  ㈱ホスコ 

0750  ホッコー㈱ 

0751  ㈱堀田新五郎商店 

0752  布袋食糧㈱ 

0753  ホーユー㈱ 

0754  ホリベマシナリー㈱ 

0755  ポリマーエンジニアリング㈱ 

0756  本州衣料㈱ 

0757  本多金属工業㈱ 

0758  本多電子㈱ 

0759  本多プラス㈱ 

 

ま 
 

0760  ㈱マイセック 

0761  ㈱マイゾックス 

0762  ㈱マイティミズタニ 

0763  ㈱マウンテック 

0764  ㈱前田技研 

0765  ㈱前田シェルサービス 

0766  ㈱前田鉄工所 

0767  ㈱マキノ 

0768  ㈲牧野貿易商会 

0769  ㈱マクシス エンジニアリング 

0770  昌富工業㈱ 

0771  ＭＡＣＨＩＮＥＰＲＯ㈱ 

0772  ㈱ 増 惣 

0773  マスプロ電工㈱ 

0774  松井本和蝋燭工房 

0775  ㈱ 松 岡 

0776  松永種苗㈱ 

0777  ㈱マツモト 

0778  ㈱松本工業 

0779  松山製菓㈱ 

0780  ㈱マリモ（マリモ名西） 

0781  ㈱マルイチ 

0782  丸川製菓㈱ 

0783  ㈱丸五製綱所 

0784  ㈱マルサン木型製作所 

0785  ㈱丸三金属 

0786  マルシン商事㈱ 

0787  丸壽陶器㈲ 

0788  丸菱工業㈱ 

0789  ㈱ 丸 政 

0790  ㈲マルマツトレーディング 

0791  ㈱丸松製作所 

0792  ㈱マルマン 

0793  丸美産業㈱ 
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0794  ㈱まるや八丁味噌 

0795  ㈲丸よ小泉商店 

0796  ㈱ＭＡＲＵＷＡ 

0797  丸和貿易㈱ 

0798  万能工業㈱ 

0799  万 陽 ㈱ 

 

み 
 

0800  ㈱三河屋物産 

0801  ㈱ ミ キ 

0802  ㈱右田工芸 

0803  ㈱三品松菱 

0804  ㈱美鈴工業 

0805  瑞穂商事㈱ 

0806  ㈱瑞穂スプリング製作所 

0807  ㈱三田村商店 

0808  三井化学㈱ 名古屋工場 

0809  三井物産㈱ 中部支社 

0810  ㈱Mizkan 

0811  ＭＩＣＳ化学㈱ 

0812  ㈱ミツトモ 

0813  三菱電機㈱ 稲沢製作所 

0814  ㈱MINEZAWA 

0815  ミネムラ金型㈱ 

0816  ㈱美ノ久 

0817  美濃窯業㈱ 

0818  ㈱ミノルトレイド 

0819  都商事㈱ 

0820  宮崎精鋼㈱ 

0821  ㈱ミヤタコーポレーション 

0822  御幸毛織㈱ 

0823  ㈱三輪商会 

0824  ㈱ミワテック 

 

む 
 

0825  ㈱武藤商会 

0826  村上実業㈱ 名古屋営業所 

 

め 
 

0827  ㈱名管商会 

0828  名機ゴム㈱ 

0829  名岐産業㈱ 

0830  ㈱名機製作所 

0831  名興発條㈱ 

0832  明治電機工業㈱ 

0833  名神工業㈱ 

0834  ㈱メイチュー 

0835  ㈱メイトー 

0836  ㈱メイドー 

0837  名東化製㈱ 

0838  名糖産業㈱ 

0839  ㈱名南製作所 

0840  ㈱名南精密製作所 

0841  ㈱メイホー 

0842  名豊電機㈱ 

0843  メモリー㈱ 

も 
 

0844  ㈱モリタ 

0845  ㈱モリデンキ 

0846  森松㈱ 

0847  森村商事㈱ 名古屋支社 

0848  モリリン㈱ 名古屋支店 

 

や 
 

0849  ㈱ヤガミ 

0850  八木兵㈱ 

0851  ㈱ヤスヰ 

0852  ㈱安江商会 

0853  ㈱ヤスダコーポレーション 

0854  ㈱ヤスフクセラミックス 

0855  八ツ矢工業㈱ 

0856  ㈱八幡ねじ 

0857  ㈱山一ハガネ 

0858  ㈱ 山 勝 

0859  ㈱山上商店 

0860  ヤマキ電器㈱ 

0861  ㈱ヤマグチマイカ 

0862  ㈱ヤマコ 

0863  ヤマザキマザック㈱ 

0864  山下機械㈱ 

0865  山 信 ㈱ 

0866  ㈱ヤマシンオーナメント 

0867  山清産業㈱ 

0868  山宗㈱ 

0869  山田電機製造㈱ 

0870  ㈱山田ドビー 

0871  ヤマハチケミカル㈱ 

0872  山八歯材工業㈱ 

0873  山増電機製陶㈱ 

 

ゆ 
 

0874  湯浅糸道工業㈱ 

0875  ㈱友愛玩具 

0876  ＵＨＴ㈱ 

0877  ㈱友縫機械 

0878  ユケン工業㈱ 

0879  ユタカフーズ㈱ 

0880  ユニオン産業㈱ 

 

よ 
 

0881  ㈱横井機械工作所 

0882  横山興業㈱ 

0883  ㈱吉田ＳＫＴ 

0884  ㈱ヨシタケ 

0885  ㈱吉見製作所 

 

ら 
 

0886  ㈲ライフコーポレーション 

0887  ㈱ラクソー 

0888  ㈱ラポール 

 

り 
 

0889  理研産業㈱ 

0890  ㈱リボン 

0891  菱輝金型工業㈱ 

0892  リョウセイ㈱ 

 

れ 
 

0893  レイボルド㈱ 名古屋支店 

 

ろ 
 

0894  ロイアル貿易㈱ 

0895  六合エレメック㈱ 

0896  ロッキープラス㈱ 

 

わ 
 

0897  ㈲ワイ・エス・トレーダース 

0898  ㈲ＹＮＫ 

0899  ㈱若松屋 

0900  ㈱ワコウ 

0901  ワシノ機工㈱ 

0902  和田商行 

0903  ㈱渡辺機械製作所 

0904  ㈱渡辺商店 

0905  ワタナベフーマック㈱ 

0906  ㈱ワールドエッチング 

0907  ワールド貿易㈱ 

0908  ワールド貿易㈱ 

0909  ㈱ワーロン 
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ブランド名索引 
 

3D ﾛﾎﾞｯﾄｱｲ  0769  ㈱マクシスエンジニアリング 

A.A.A.  0749  ㈱ホスコ 

ADERIA  0078  石塚硝子㈱ 

ADJ  0683  ㈱光触媒研究所 

ADK  0046  朝日木材加工㈱ 

AF LINE  0038  旭工機㈱ 

AGAIA  0659  ㈱バイオテック 

agleaf  0726  フタバ産業㈱ 

AICHI TOKEI  0017  愛知時計電機㈱ 

AICO  0004  アイコ㈱ 

AIKO  0013  愛知交易㈱ 

AIPHONE  0024  アイホン㈱ 

Airy SPUN  0556  東和毛織㈱ 

AISAN  0006  愛三工業㈱ 

AITO  0020  ㈱アイトー 

alb  0699  福徳商事㈱ 

ALTHEA  0805  瑞穂商事㈱ 

AMA ROLL  0259  ㈱コーワ 

AMERICAN EAGLE 0267  ㈱サギサカ 

A-ND  0061  ㈱アンスコ 

ANIMEC  0140  エルテック㈱ 

ANOWILLI  0105  猪村工業㈱ 

ANSCO  0061  ㈱アンスコ 

ANSEL  0850  八木兵㈱ 

ANTALON  0063  ㈱アンタック 

Apice  0053  ㈱アピックスインターナショナル

APIX INTL  0053  ㈱アピックスインターナショナル

ARAF ﾌｨﾙﾑｲﾝｻｰﾄﾊﾟﾈﾙ 0785  ㈱丸三金属 

Archi+  0022  ㈲相羽コーポレーション 

ART  0087  一光住宅㈱ 

Artline  0328  シヤチハタ㈱ 

ASADA  0034  アサダ㈱ 

ASAHI SUNAC  0040  旭サナック㈱ 

ASANO LAB  0035  ㈱浅野研究所 

asca  0049  ㈱アスカ商会 

ASHBYS  0102  伊吹物産㈱ 

ASTRO  0618  ㈱日研化学研究所 

AURO  0238  玄々化学工業㈱ 

AUTHENT  0651  日本メナード化粧品㈱ 

AUTOMATER  0550  ㈱ 東 陽 

awahour あわわ  0702  ㈱ 富 士 

AXEL  0689  ㈱ビップ商工 

AXEL TOOLS  0689  ㈱ビップ商工 

B.S.A  0682  ㈱ビーエスエーサクライ 

BANDWAGON  0236  ㈱ゲイン 

BARONESS  0213  ㈱共栄社 

BARUDAN  0679  ㈱バルダン 

B-da  0714  フジデノロ㈱ 

BEXY  0599  名古屋ダイヤモンド工業㈱ 

BIGEN  0753  ホーユー㈱ 

BIMAGE  0659  ㈱バイオテック 

Bio with One  0659  ㈱バイオテック 

BIOCON  0647  日本バイオコン㈱ 

Birdy  0882  横山興業㈱ 

BISHAMON  0372  ㈱スギヤス 

Blackmer  0008  アイシー㈱ 

BMB  0123  ㈱エクシング 

BOSCO  0046  朝日木材加工㈱ 

BOTANICA  0010  ㈱愛新陶器 

BOX CARRY  0019  ㈱アイデックス 

BRFGR(FUJI)  0718  フジ・プランツ㈱ 

BRIDE  0730  ブリッド㈱ 

BRITENTUBE  0149  ㈱岡島パイプ製作所 

BROTHER  0728  ブラザー工業㈱ 

BT  0570  ㈱豊田自動織機 

BUFFALO  0668  ㈱バッファロー 

Bullman  0515  寺西商事㈱ 

BUNDESWEAR  0192  カロライン㈱ 

Bun-Sen  0187  ㈱カネミヤ 

CAL ｶｯﾀｰ  0482  ㈱ 中 京 

CAPYARN  0556  東和毛織㈱ 

CARNERIAN  0535  ㈱東海メディカルプロダクツ 

Catalyty  0683  ㈱光触媒研究所 

CAZARO  0418  ㈱ 大 仙 

CCL  0192  カロライン㈱ 

CDK-R  0217  ㈱キョクトー 

CEMENTEX  0163  オバナヤ･セメンテックス㈱ 

CERAM  0357  新 東 ㈱ 

ceramic Japan  0396  ㈱セラミックジャパン 

CHERRY  0270  桜屋工業㈱ 

Chesterton  0008  アイシー㈱ 

MACHINERYWORKS  0488  中部機械㈱ 

CHUO  0479  ㈱中央製作所 

CIELO  0753  ホーユー㈱ 

CKD  0321  ＣＫＤ㈱ 

CKK  0483  中京研磨㈱ 

COBO  0480  中外国島㈱ 

Coffee SAKURA  0268  ㈱さくら 

COMET  0258  ㈱コメットカトウ 

concombre  0513  ㈱デコレ 

Cookie･House  0652  丹羽幸㈱ 

COSMO  0498  ㈱ 槌 屋 

CRYSCARE  0228  クリスタル産業㈱ 

CRYSTAL  0228  クリスタル産業㈱ 

cucuri  0859  ㈱山上商店 

Cycbell  0395  世裕商事㈲ 

cycle gear  0267  ㈱サギサカ 

dacco  0143  オオサキメディカル㈱ 

DAIWA ATOMIC  0437  大和機工㈱ 

Dataway NEXT  0641  日本制禦機器㈱名古屋事業所 

DCComics ｻﾗｯﾌｨｰﾌﾟﾗｽ 0474  チーカス㈱ 

decolello  0513  ㈱デコレ 

DIA LACE  0580  ㈱トーワ 

DIA MAT  0580  ㈱トーワ 

DIESELL POWER  0230  栗山通産㈱ 

Divilo  0648  日本ハードウェアー㈱ 

DK-SIS  0411  ダイコク電機㈱ 

DLFn  0703  ㈱ＦＵＪＩ 

DONASELEC  0241  晃栄産業㈱ 

DORILL&WOSH  0633  日本機械ネットワーク㈱ 

Dugong  0230  栗山通産㈱ 

E.THOMAS  0077  石田英㈱ 

EAGLE  0546  ㈱東宝商会 

EARTH & LION  0028  愛和産業㈱ 

ECO COOLLING UNITS 0833  名神工業㈱ 

ECOFA  0022  ㈲相羽コーポレーション
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ecotowel  0383  スミス・インターナショル・

ジャパン㈱ 

ECOWL  0582  長尾商事㈱ 

edirb  0730  ブリッド㈱ 

EIKOU POLYMER  0116  永興物産㈱ 

Eins  0380  ㈱スター精機 

EISHIRO  0119  栄四郎瓦㈱ 

ELASTOMA  0063  ㈱アンタック 

ELF  0238  玄々化学工業㈱ 

EMBELLIR  0651  日本メナード化粧品㈱ 

ESSENCE  0102  伊吹物産㈱ 

ES ｱﾙﾌｧｼｰﾄ  0551  東洋クッション㈱ 

ET Series  0432  タイム技研㈱ 

EVERYDAY'S  0797  丸和貿易㈱ 

extrap  0230  栗山通産㈱ 

Fanciful  0260  近 藤 ㈱ 

F-CON  0733  フルハシＥＰＯ㈱ 

FFNS ｼﾘｰｽﾞ  0627  日東制機㈱ 

FF ｼﾘｰｽﾞ  0627  日東制機㈱ 

FIELDWOODS  0213  ㈱共栄社 

FIGHTER  0515  寺西商事㈱ 

Filter 3R  0303  ㈲サンメンテナンス工機 

Fine Molds  0694  ㈲ファインモールド 

FINELOOK  0194  川村硝子工芸㈱ 

FLEXWARMER  0140  エルテック㈱ 

Floss  0648  日本ハードウェアー㈱ 

FLYING FISH  0209  木下製網㈱ 

FM ｴｺﾎﾞｰﾄﾞ  0721  不二木材工業㈱ 

FM ｸﾘｴｲﾄ  0721  不二木材工業㈱ 

FORMAX  0606  ㈱ナショナルマシナリーアジア 

FSK  0131  ㈱エフエスケー 

Fuji  0705  ㈱富士カーボン製造所 

FUJI  0704  フジアンドカンパニー 

FUJI DARUMA  0060  ㈱安信商会 

FUJI JAPAN  0702  ㈱ 富 士 

FUJI SILICAGEL  0711  富士シリシア化学㈱ 

FUJIMI  0720  ㈱フジミインコーポレーテッド 

FULTA  0732  フルタ電機㈱ 

FUSEN  0782  丸川製菓㈱ 

GANZ  0326  ＣＢＣ㈱名古屋支店 

GemGlass  0194  川村硝子工芸㈱ 

Geminiano cojacs  0248  ㈱コスモジャパン 

GEN GEN  0238  玄々化学工業㈱ 

GG ﾃｰﾌﾞﾙ  0457  ㈱竹内家具店 

GI・GEAR  0250  ㈱ゴッチインターナショナル 

GLOBAL ST.RATEGY 0407  ダイキョーオータ㈱ 

GLOBEN  0232  グローベン㈱ 

GOKISO  0262  ㈱近藤機械製作所 

GOLD FISH  0450  高山ガクブチ㈱ 

GTR  0623  ㈱ニッセイ 

G ｸﾞﾐ 100 ｸﾞﾚｰﾌﾟ  0175  春日井製菓㈱ 

HACHII  0665  八井商会㈱ 

HAGINO  0662  ハギノ機工㈱ 

hal  0678  ㈱ハル・コーポレーション 

HASHIMOTO  0664  橋本電機工業㈱ 

HATCHO MISO  0794  ㈱まるや八丁味噌 

HAWE  0829  名岐産業㈱ 

HAYAZEN  0676  早善織物㈱ 

HEAT HEART  0898  ㈲ＹＮＫ 

Heatech  0835  ㈱メイトー 

HERMA  0519  ㈱トーアトレーディング 

HIRAMATSU  0692  ㈱平松食品 

Hirotaka  0693  ヒロタカ精機㈱ 

HITACHI  0686  ㈱日立製作所 中部支社 

HOHSING  0880  ユニオン産業㈱ 

Home Friend  0275  澤田繊維産業㈱ 

HONDEX  0758  本多電子㈱ 

HOPE  0881  ㈱横井機械工作所 

HOSCO  0749  ㈱ホスコ 

HOSHINO  0747  ㈱ホシノ 

I.R.  0103  ㈱今枝ラタン 

IBANEZ  0748  星野楽器㈱ 

IGNIO  0329  ㈱ジャパーナ 

IIDA  0070  飯田工業㈱ 

IKK  0003  ＩＫＫショット㈱ 

IMAEDA RATTAN  0103  ㈱今枝ラタン 

i-mesh®apron  0900  ㈱ワコウ 

INOAC  0099  ㈱イノアックインターナショナル 

Inspire the Next  0686  ㈱日立製作所 中部支社 

IRC  0099  ㈱イノアックインターナショナル 

IRC  0100  井上護謨工業㈱ 

IRC TIRE  0100  井上護謨工業㈱ 

ISIS  0009  ㈱アイシス 

ISOWA  0082  ㈱ＩＳＯＷＡ 

ITOH GUILLOTINE 0096  イトーテック㈱ 

IW  0108  岩 附 ㈱ 

IWASAKI  0107  ㈱イワサキ 

I ﾗｲﾝ配電盤  0491  中立電機㈱ 

JapaneseVehicles.com 0577  ㈱トラスト 

J-Art  0383  スミス・インターナショル・

ジャパン㈱ 

JATEXEL  0756  本州衣料㈱ 

JJ ﾃｰﾌﾞﾙ  0457  ㈱竹内家具店 

Jobin Music  0519  ㈱トーアトレーディング 

Joy Walker Plus  0139  ㈱エルツ・インターナショナル 

JOYSOUND  0123  ㈱エクシング 

JP  0315  ㈱ＪＦＳ貿易 

JPK  0315  ㈱ＪＦＳ貿易 

J ｼﾞｭｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ  0334  ジュエル商事㈱ 

K-200  0650  日本メカケミカル㈱ 

KAJISEKI  0448  高浜工業㈱ 

KAKUKYU  0666  合資会社八丁味噌 

KAMIYA  0190  神谷醸造食品㈱ 

KAMO  0191  加茂精工㈱ 

KAMO SEIKO  0191  加茂精工㈱ 

KANDA  0199  神田養蜂場 

KANE  0184  兼工業㈱ 

KANEBAN  0185  金伴繊維㈱ 

KANEFUSA  0186  兼 房 ㈱ 

KANKYO  0197  甘強酒造㈱ 

KASHIKEY BROWNDIAMOND 0172  ㈱柏 圭 名古屋支店 

KAWAMOTO  0196  ㈱川本製作所 

Kawamura  0195  河村電器産業㈱ 

KC-12  0650  日本メカケミカル㈱ 

Keiko Matsuzaki  0105  猪村工業㈱ 

KENZ  0377  ㈱スズケン 

K-GRID  0209  木下製網㈱ 

KGY  0233  ケイ・ジー・ワイ工業㈱
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KIKK  0217  ㈱キョクトー 

KIKUTANI  0202  キクタニミュージック㈱ 

Kirschbaum  0248  ㈱コスモジャパン 

Kiss & Be  0652  丹羽幸㈱ 

KITAMURA MAKURA 0205  ㈱Kitamura Japan 

KKH 三段ﾌｪﾝｽ  0549  トウメイ保安㈱ 

KKK  0184  兼工業㈱ 

KOASA  0240  小浅商事㈱ 

KOBAYASHI  0253  小林クリエイト㈱ 

KONDO  0261  ㈱コンドウ 

KONSEI  0263  ㈱近藤製作所 

KTL ｼﾘｰｽﾞ  0206  ㈱喜多村 

KT ｼﾘｰｽﾞ  0206  ㈱喜多村 

KYOWA  0216  協和工業㈱ 

LAMBDA  0039  ㈱旭工業所 

LaNICO  0601  名古屋特殊鋼㈱ 

Leaftex  0725  二葉産業㈱ 

Lexus  0569  トヨタ自動車㈱ 

LIGNOFLEX  0604  名古屋木材㈱ 

LIGNOTEX  0604  名古屋木材㈱ 

Lily Bell  0379  スズラン㈱ 

LOBJIE  0337  ㈱ジュニア― 

LSA  0332  ジャパンマシナリー㈱

LUXO  0887  ㈱ラクソー 

MAGGUARD  0714  フジデノロ㈱ 

MAHALO  0202  キクタニミュージック㈱ 

Maqui Bright  0170  オリザ油化㈱ 

MARUKAWA  0782  丸川製菓㈱ 

MARUYA  0794  ㈱まるや八丁味噌 

MARVIN  0250  ㈱ゴッチインターナショナル 

Masa  0387  積水ナノコートテクノロジー㈱ 

MASATOMI  0770  昌富工業㈱ 

MASPRO  0773  マスプロ電工㈱ 

MAZAK  0863  ヤマザキマザック㈱ 

MEISTERHAND  0102  伊吹物産㈱ 

Meito  0835  ㈱メイトー 

MEITO RENNET  0838  名糖産業㈱ 

Merycon  0113  ㈱生方製作所 

METAFORM  0698  複合資材㈱ 

METASU  0878  ユケン工業㈱ 

MF ﾌｨﾙﾀｰ  0043  アサヒ繊維工業㈱ 

mighty cloth®apron  0900  ㈱ワコウ 

MiiC  0166  ㈱オプトン 

MIKI-MOSAICS  0801  ㈱ ミ キ 

million color  0065  安藤産業㈱ 

MIRAIGATE  0411  ダイコク電機㈱ 

MISSEL  0337  ㈱ジュニア― 

MITAMURA  0807  ㈱三田村商店 

Mizkan  0810  ㈱Mizkan 

MOCCO  0737  平和工業㈱ 

MORENESS  0259  ㈱コーワ 

MORIMATSU  0846  森松㈱ 

MORLIN  0846  森松㈱ 

motoCUBIC  0521  ㈱東亜製作所 

MOUNTAIN  0614  西岡可鍛工業㈱ 

movu  0297  SANTEC㈱ 

Mr.BLUE  0633  日本機械ネットワーク㈱ 

MTK NORITEX  0787  丸壽陶器㈲ 

MYZOX  0761  ㈱マイゾックス 

NADESCO  0607  ㈱ナ・デックス 

Nagai Nori  0581  永井海苔㈱ 

NAKANIHON-RO  0588  中日本炉工業㈱ 

NATOCO  0608  ナトコ㈱ 

NCC  0602  名古屋トレーディング㈱ 

NDI  0599  名古屋ダイヤモンド工業㈱ 

nev  0699  福徳商事㈱ 

NEW 彫金ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾚｰﾄ 0802  ㈱右田工芸 

NEXTA（尿素水製造機） 0445  ㈱タカトテクニカ 

NGC MNA  0635  日本グラスファイバー工業㈱ 

NGF  0635  日本グラスファイバー工業㈱ 

NGK  0632  日本ガイシ㈱ 

NGK  0646  日本特殊陶業㈱ 

NICHIALLOY  0643  日本超硬㈱ 

NICHIHA  0617  ニチハ㈱ 

NIKKEN  0618  ㈱日研化学研究所 

NISSHINBO  0622  日清紡メカトロニクス㈱ 

NORITAKE  0657  ㈱ノリタケカンパニーリミテド 

NORO  0658  ㈱野呂英作 

NORSHIN  0057  ㈱アラクス 

NOYASU  0291  三州野安㈱ 

NOZAKI SEED  0653  ㈱野崎採種場 

N-Square（ｴﾇｽｸｴｱ） 0621  日新電装㈱ 

NTC  0602  名古屋トレーディング㈱ 

NTK  0646  日本特殊陶業㈱ 

NXTⅢ  0703  ㈱ＦＵＪＩ 

OHKURA  0154  ㈱オークラ羽布 

OKUMA  0152  オークマ㈱ 

OMI  0147  大見工業㈱ 

OMRON  0168  オムロンアミューズメント㈱ 

OPTIMO  0535  ㈱東海メディカルプロダクツ 

OPTON  0166  ㈱オプトン 

Orge 大麦ｼﾘｱﾙ 3.3  0576  豊橋糧食工業㈱ 

ORION  0169  オリオン・ラドセーフメディカル㈱ 

OROTEX  0071  イイダ産業㈱ 

ORYZA  0170  オリザ油化㈱ 

OSG  0141  オーエスジー㈱ 

PAKUNA  0878  ユケン工業㈱ 

Peace of wood  0737  平和工業㈱ 

PEARL  0727  フタムラ化学㈱ 

PEC  0755  ポリマーエンジニアリング㈱ 

pikinikule  0797  丸和貿易㈱ 

PILOT  0661  パイロットインキ㈱ 

PINKY WOLMAN  0404  大栄既製服㈱ 

PITTA MASK  0057  ㈱アラクス 

PLUS HEART  0143  オオサキメディカル㈱ 

POCKETEE  0460  ㈱竹田嘉兵衛商店 

POINT SKYWARD  0407  ダイキョーオータ㈱ 

Ponic & Co.  0139  ㈱エルツ・インターナショナル 

Porous Nickel  0234  ＫＴＸ㈱ 

POWEREV®  0726  フタバ産業㈱ 

PROSTAFF  0735  ㈱プロスタッフ 

PROZZA  0735  ㈱プロスタッフ 

pure organic  0629  ニットナゴヤ 

PW  0663  ㈱ハクサン 

QUIK-STEEL  0331  ㈱ジャパン・ゼネラル貿易 

RAINBOW  0087  一光住宅㈱ 

REDA  0077  石田英㈱ 

Reuge Music  0519  ㈱トーアトレーディング 

Re プラスター  0187  ㈱カネミヤ
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RMT  0316  ㈱ジェイピーシー 

ROBINSON  0850  八木兵㈱ 

ROBOCUT  0096  イトーテック㈱ 

ROCKY  0896  ロッキープラス㈱ 

ROLLER TURN  0449  高広工業㈱ 

ROMIA  0805  瑞穂商事㈱ 

ROOM ESSENCE  0050  東 谷 ㈱ 

ROSENECK  0904  ㈱渡辺商店 

ROSY  0904  ㈱渡辺商店 

Rouge  0678  ㈱ハル・コーポレーション 

ROZEO Guitars  0514  ㈱寺田楽器 

RRFARN  0470  ㈱タナベ 

RYOUSEI  0892  リョウセイ㈱ 

S.H.W.水製造装  0688  ㈱ビップウ 

SADOLIN  0238  玄々化学工業㈱ 

Safety Relay Units  0641  日本制禦機器㈱名古屋事業所 

Sam  0284  ㈱三協メカニック 

sampaguita  0299  ㈲サンパギータ 

SAMURAI  0211  木村刃物製造㈱ 

SANTA LAND  0080  井 関 ㈱ 

sclarea  0468  田 中 ㈱ 

SCROLA LINE  0038  旭工機㈱ 

SEED  0324  ㈱シード 

SELENAL  0642  日本セレン㈱ 名古屋工場 

SELETEX  0642  日本セレン㈱ 名古屋工場 

SEO FRAME  0386  合資会社瀬尾製額所 

SEO MOLDING  0386  合資会社瀬尾製額所 

SETO CRAFT  0392  セトクラフト㈱ 

SEVEN CHEFS  0137  ㈱エムラ販売 

SFA  0316  ㈱ジェイピーシー 

SHIGEKICHIGO  0090  伊藤繁吉商店 

SHINTO  0357  新 東 ㈱ 

SHITENNO  0197  甘強酒造㈱ 

Showa Electric  0343  ㈱昭和電機製作所 

SILPS  0355  ㈱シンテックホズミ 

sinto  0358  新東工業㈱ 

SKK  0403  ソブエクレー㈱ 

SKK  0348  新栄機工㈱ 

SKR  0124  ㈱ＳＫＲ 

SK ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ W  0182  金山化成㈱ 

SK ﾌｫｰﾑ  0182  金山化成㈱ 

SLIM  0273  ㈱佐藤鉄工所 

SNOOPY Tweety Barble 0474  チーカス㈱ 

SOARERDEX  0449  高広工業㈱ 

SOGA JAPAN  0401  曽我ガラス㈱ 

SOLCION（ｿﾙｼｵﾝ）  0074  ㈱イケックス工業 

sosfromTexas  0236  ㈱ゲイン 

SOT  0554  東洋電機㈱ 

SOTAC  0402  ㈱ＳＯＴＡＣ 

SOTAC BIDET  0402  ㈱ＳＯＴＡＣ 

SPA  0476  ㈱ちどり産業 

SPACE  0382  スペースシステムズ㈱ 

SPF  0126  ㈱ＳＰＦ 

SPOKESMAN  0756  本州衣料㈱ 

SR(SONG RONG)  0339  松栄工業㈱ 

STAR  0380  ㈱スター精機 

STI  0304  三友工業㈱ 

STUDIO MARRY'S  0587  ㈱中日本陶器 

SUBROSA  0904  ㈱渡辺商店 

Suhara Wokashi  0481  ㈱中外陶園 

Sumitomo Drive Tech. 0384  住友重機械工業㈱ 

Sumizyme  0360  新日本化学工業㈱ 

SUN STAMPER  0871  ヤマハチケミカル㈱ 

SUN9 ﾈｰﾑ  0871  ヤマハチケミカル㈱ 

SUNCO  0288  サンコー鞄㈱ 

SUNNY CHINA  0298  ㈲三二商店 

SUN-Z-R  0126  ㈱ＳＰＦ 

Super Z  0427  太平貿易㈱ 名古屋支店 

Supervisco  0332  ジャパンマシナリー㈱ 

SUZUKI  0374  鈴木魚探㈱ 

SYLYSIA  0711  富士シリシア化学 

TAC  0440  タカオカ化成工業㈱ 

TAIKO  0727  フタムラ化学㈱ 

TAJIMA  0466  タジマ工業㈱ 

TAKATOPOMPS  0445  ㈱タカトテクニカ 

TAMA  0748  星野楽器㈱ 

TBR  0508  ティビーアール㈱ 

Team TSURUTA  0501  ㈱ツルタ製作所 

Tecpo  0355  ㈱シンテックホズミ 

TEFLON  0883  ㈱吉田ＳＫＴ 

TELECON  0437  大和機工㈱ 

TELESIS  0550  ㈱ 東 陽 

Tenerita  0245  興 和 ㈱ 

TERIYAKI-FISH  0692  ㈱平松食品 

TESORO  0387  積水ナノコートテクノロジー㈱ 

TEXTOR  0586  中伝毛織㈱ 

TF  0555  東洋フイツテング㈱ 

TFS  0442  高砂電気工業㈱ 

the world of nature  0658  ㈱野呂英作 

THREE DOGS  0030  ㈱ 青 山 

Three Quarter  0533  東海時計商事㈱ 

TIFCO  0499  恒川フエルト工業㈱ 

TIGORA  0329  ㈱ジャパーナ 

TILEMENT  0434  ㈱タイルメント 

TKS  0526  東海挾範㈱ 

TK ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ  0538  ㈱東京興業貿易 

T-LOCK T-カパラ  0558  常盤産業㈱ 

TOKAI  0528  東海光学㈱ 

Tokugawa Art  0301  ㈱三明貿易 

TOMEY  0562  ㈱トーメーコーポレーション 

TOPCO  0546  ㈱東宝商会 

TOUGH DEVICE  0063  ㈱アンタック 

TOYOOKA  0565  豊岡エンジニアリング㈱ 

TOYOOKI  0566  豊興工業㈱ 

TOYOSET  0574  ㈱トヨトミ 

TOYOTA  0569  トヨタ自動車㈱ 

TOYOTA  0570  ㈱豊田自動織機 

TOYOTOMI  0574  ㈱トヨトミ 

TRANS WORLD CLUB 0091  ㈱伊藤商店 

TRANSLUCENT  0801  ㈱ ミ キ 

TSK ﾚｰｼﾝｸﾞｼｭﾐﾚｰﾀｰ  0467  タツミ化成㈱ 

TSUGARU VIDRO  0078  石塚硝子㈱ 

TTM  0540  ㈱東京衡機試験機 

Twintex  0725  二葉産業㈱ 

T-Y SEAL  0538  ㈱東京興業貿易商会 

T-ミュート  0558  常盤産業㈱ 

UBUKATA  0113  ㈱生方製作所 

UHT  0876  ＵＨＴ㈱
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UMA JIRUSHI  0114  ㈱ 馬 印 

UNI ROBO  0048  アスカ㈱ 

UNION  0880  ユニオン産業㈱ 

UNIVERSAL  0677  原ウール㈱ 

UR･MINI-COLOR  0510  ㈱テクサム技研 

USED CAR NET  0858  ㈱ 山 勝 

UTD  0410  ㈱大光製作所 

U-Tec  0524  ㈱東海機械製作所 

UTO  0479  ㈱中央製作所 

VF  0218  清田産業㈱ 

VG  0514  ㈱寺田楽器 

VGU  0432  タイム技研㈱ 

VIEW  0649  日本ベターリビング㈱ 

WARLON  0909  ㈱ワーロン 

WATANABE  0905  ワタナベフーマック㈱ 

WAVER  0019  ㈱アイデックス 

WELTREKORDER  0192  カロライン㈱ 

WINTER GATHER  0875  ㈱友愛玩具 

WORKING WITH NATURE 0647  日本バイオコン㈱ 

Xstamper  0328  シヤチハタ㈱ 

YAMADA DOBBY  0870  ㈱山田ドビー 

YAMAHACHI  0872  山八歯材工業㈱ 

YANG BANG 社  0420  大同トレーディング㈱ 

YARN GUIDE OF YUASA 0874  湯浅糸道工業㈱ 

YMK  0860  ヤマキ電器㈱ 

YOSHIMI  0885  ㈱吉見製作所 

YOU & I  0875  ㈱友愛玩具 

YOUKOU HOME  0536  東海窯礦㈱ 

Y'S  0884  ㈱ヨシタケ 

YT ｼﾘｰｽﾞ  0856  ㈱八幡ねじ 

YUHO  0877  ㈱友縫機械 

YUKA  0398  扇 文 ㈱ 

YUKIKO HANAI HOMME 0404  大栄既製服㈱ 

Z（圧力スイッチ）  0427  太平貿易㈱ 名古屋支店 

Z.B.K.  0120  ＨＲＳ貿易㈲ 

Z ﾌｨﾙﾀｰ  0393  ゼット工業㈱ 

α WRAPPER  0706  ㈱フジキカイ 

α-diamond  0599  名古屋ダイヤモンド工業㈱ 

ｱｲｺｰﾀｲﾙ  0013  愛知交易㈱ 

ｱｲﾌﾛﾝ  0027  ㈱アイワ 

あいや  0025  ㈱あいや 

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾌﾟﾚｽ  0426  ㈱太平製作所 

ｱｼｽﾄﾓｰﾀｰ  0903  ㈱渡辺機械製作所 

ｱﾘｽﾄﾚｰｽ  0839  ㈱名南製作所 

ｱﾘｿﾞｰﾙ  0424  大日本木材防腐㈱ 

ｱﾙﾊﾞﾆｰｼﾘｶｻﾝﾄﾞ  0543  ㈱トウチュウ 

ｱﾛｴｼｵ  0724  ㈱フタバ化学 

ｱﾛﾏﾌﾞﾘｰｽﾞ  0177  ㈱カテックス 

ｲｰｼﾞｽｴﾌﾟﾘｾｯﾀ  0130  エヌティーツール㈱ 

ｲｵﾝ交換樹脂 3R  0303  ㈲サンメンテナンス工機 

ｲﾝｶｵｲﾙ  0485  中京商事㈱ 

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｺｰﾜ  0109  ㈱インダストリー・コーワ 

ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ  0489  中部美化企業㈱ 

ｴｱｰｼｮｯｸﾌﾞﾗｼ  0312  ㈱サンワード 

ｴｱﾘｰﾓﾓ  0595  名古屋商事㈱ 

エコエース  0295  ㈱三進製作所 

ｴｺｶﾞｰﾀﾞｰ  0203  木曽興業㈱ 

エコノバックシステム 0295  ㈱三進製作所 

ｴｺﾍﾘｯｸｽ  0482  ㈱ 中 京 

ｴﾊﾞｰｺﾞｰﾙﾄﾞ  0609  浪速金液㈱ 

えびせんべい共和国  0366  スギ製菓㈱ 

えびせん家族  0366  スギ製菓㈱ 

ｴﾚｸﾄﾛ･ｱｷｭｽｺｰﾌﾟ 80L  0302  ㈱サンメディカル 

おいしい果  0493  千代田電子工業㈱ 

オートクリーンフィルター） 0593  ㈱ナゴヤカタン 

ｵｰﾗﾊﾟｯｸ  0741  ㈱ベルグリーンワイズ 

ｵｰﾗﾊﾟｯｸすぐ食べﾚﾝｼﾞ 0741  ㈱ベルグリーンワイズ 

ｵｶｸｱｸｱｶｯﾄ  0568  豊田化学工業㈱ 

ｶｰﾃﾞｨ  0485  中京商事㈱ 

ｶｺﾞﾒﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ  0171  カゴメ㈱ 

ｶｯﾄﾋﾟｱ  0717  フジＢＣ技研㈱ 

ｶﾈｷ  0183  カネキ水産㈱ 

ｶﾊﾞﾚｰｼﾞ測定器  0553  東洋精鋼㈱ 

ｶﾐﾔ  0190  神谷醸造食品㈱ 

ｶﾘﾝﾀﾞ  0636  ㈱日本グランド･シャンパーニュ 

ｶﾙﾁｬｰﾄﾞｽﾄｰﾝ  0868  山宗㈱ 

ｷｰﾌｧｲ･ﾉｲ  0777  ㈱マツモト 

ｷｰﾎﾟｽﾄ  0128  ㈱エヌケーパーツ工業 

ｷﾞｻﾛ  0696  ㈱フカヤ 

キムラ漬物  0210  キムラ漬物㈱ 

ｷﾞｬﾝｸﾞｶｯﾄｿｰ  0853  ㈱ヤスダコーポレーション 

ｷｭｰちゃん  0532  東海漬物㈱ 

ｸｲｯｸｽﾁｰﾙ  0331  ㈱ジャパン・ゼネラル貿易 

ｸｰﾙギア  0518  ㈱デンソー 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･S  0306  ㈱三洋化成 

ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ  0777  ㈱マツモト 

ｸﾘｽﾄﾊﾞﾗｲﾄ  0338  春暁陶器㈱ 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ  0845  ㈱モリデンキ 

ｹﾂﾛﾅｲﾝ  0201  菊水化学工業㈱ 

ｹﾏｰﾄﾝ･ｼﾘｶｻﾝﾄﾞ  0543  ㈱トウチュウ 

ｺｰﾐ  0256  コーミ㈱ 

こくうまｷﾑﾁ  0532  東海漬物㈱ 

ｺｿﾜ  0595  名古屋商事㈱ 

ｺﾃｰｼﾞｵｰｸ  0868  山宗㈱ 

こてんぐ  0517  天狗缶詰㈱ 

ｺﾑｽ  0571  トヨタ車体㈱ 

ｺﾞﾙﾏｯｸ  0783  ㈱丸五製綱所 

ｺﾛﾝﾌﾞｽ  0791  ㈱丸松製作所 

ｺﾝﾃﾅﾐｷｻｰ  0351  新光技研㈱ 

ｻｰｺﾝ  0709  富士高分子工業㈱ 

ｻｰﾓﾗｲﾄ  0274  ㈱サーモセッタ 

ｻｲﾙﾍﾞｱ  0224  ㈱国盛化学 

ｻﾝｹﾞﾂ  0285  ㈱サンゲツ 

ｻﾝﾌﾗﾜｰ  0032  青山電陶㈱ 

ｼﾞｰﾉﾍﾞﾋﾞｰ  0671  パパジーノ㈱ 

ｼｰﾌｧﾐﾘｰ  0397  セントラルシティ商事㈱ 

ｼﾞｪｯﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ  0691  ㈱平岩鉄工所 

ｼﾞｪｯﾄﾀｰﾎﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ  0691  ㈱平岩鉄工所 

ジェネフレッシュ  0778  ㈱松本工業 

しゃち印  0841  ㈱メイホー 

ｼｬﾘﾌﾟﾛ  0023  ㈱アイホー 

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ  0578  ㈱鳥越樹脂工業 

ｼｮｯｸﾚｽﾊﾞﾙﾌﾞ  0282  ㈱三機商会 

ｼｮｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ  0155  ㈱オークローンマーケティング 

ｼﾞﾙｺﾆｯﾄ  0626  日陶産業㈱ 

ｼﾝｸﾎﾞﾝﾄﾞ  0350  シンク化学工業㈱ 

ｼﾝｸﾚｼﾞﾝ  0350  シンク化学工業㈱ 

ｽｰﾊﾟｰあんどん  0041  旭産業㈱
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ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞ  0525  東海機器工業㈱ 

ｽﾄｯﾊﾟｰ S  0262  ㈱近藤機械製作所 

ｽﾊﾟｲｽ  0381  ㈱スパイス 

ｾﾞﾌﾞﾗｺﾈｸﾀ  0709  富士高分子工業㈱ 

ｾﾗｰﾄﾍﾟﾝ  0609  浪速金液㈱ 

ｾﾙﾅ  0486  中京油脂㈱ 

ｾﾞﾛｸﾘｱ  0247  ㈱五合 

ｾﾛｿﾞｰﾙ  0486  中京油脂㈱ 

ｾﾞﾛﾃｸﾄ  0247  ㈱五合 

ｿｰﾏﾀﾞｲﾝｼﾘｰｽﾞ  0016  愛知電子工業㈱ 

ｿﾙﾌﾞﾛﾝ  0011  ㈱アイセロ 

ｿﾙﾍﾞﾝﾄ ED  0568  豊田化学工業㈱ 

ﾀﾞｲｱ  0159  落合ヘルド㈱ 

ﾀﾞｲｾﾂ  0275  澤田繊維産業㈱ 

ﾀｶ  0159  落合ヘルド㈱ 

ﾀｸﾄ  0586  中伝毛織㈱ 

ﾀﾞｯｶｰｳｯﾄﾞ  0424  大日本木材防腐㈱ 

ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾝﾄﾞﾃﾉｰﾅ  0853  ㈱ヤスダコーポレーション 

ﾀﾞﾎﾞｽ  0696  ㈱フカヤ 

ﾀﾏｺﾞﾎﾞｰﾛ  0462  竹田本社㈱ 

ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｳｪｱｰ  0848  モリリン㈱ 

ﾁｪｯｶｰくん  0041  旭産業㈱ 

ちびﾄﾞﾚﾝ  0780  ㈱マリモ（マリモ名西） 

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ  0675  林八百吉㈱ 

ﾂｶｻﾊﾟｳｼﾘｰｽﾞ  0495  ツカサ工業㈱ 

ﾃｲｸﾛ  0506  ㈱テイクロ 

ﾃｷｻｽｺｰﾝ  0779  松山製菓㈱ 

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪﾝｽ  0549  トウメイ保安㈱ 

てづくり  0145  ㈱大橋新治商店 

ﾃﾞｭﾗｳｯﾄﾞ  0027  ㈱アイワ 

ﾃﾞﾝｿｰ  0518  ㈱デンソー 

ﾄﾞｰﾙ  0092  伊藤忠商事㈱中部支社 

ﾄｰﾚﾙ  0312  ㈱サンワード 

ﾄﾖｼﾞｪﾝﾄ  0568  豊田化学工業㈱ 

ﾄﾖﾀ  0571  トヨタ車体㈱ 

ﾄﾘﾌﾟﾙﾅｲﾛﾝ  0811  ＭＩＣＳ化学㈱ 

ﾄﾞﾘﾙﾏﾁｯｸ  0864  山下機械㈱ 

ﾄﾙﾈｰﾄﾞ冷却部品  0833  名神工業㈱ 

ﾄﾞﾛﾜｰﾌﾟﾗｽ  0406  ㈱ダイカイ 

ﾅｶﾑﾗ  0590  中村科学工業㈱ 

ﾅﾉﾍﾟｲﾝﾄ  0201  菊水化学工業㈱ 

ﾊｰﾄに満足  0772  ㈱ 増 惣 

ﾊｰﾄﾌﾙ研究所  0772  ㈱ 増 惣 

ﾊｲｴｰｽ  0571  トヨタ車体㈱ 

ﾊﾞｲｵｺﾝ  0647  日本バイオコン㈱ 

ﾊｲﾁｬｰｼﾞ NEO  0302  ㈱サンメディカル 

ﾊｲﾄﾞﾛﾁｬｯｸｵﾒｶﾞ  0130  エヌティーツール㈱ 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ  0351  新光技研㈱ 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾚｰｽ  0839  ㈱名南製作所 

はすの実甘納豆  0477  ㈱中栄薬化交易 

ﾊﾟﾀｺﾝ  0224  ㈱国盛化学 

ﾊﾄﾞｿﾝﾊﾆｰ  0595  名古屋商事㈱ 

ﾊﾞﾗｺﾝ  0554  東洋電機㈱ 

ﾊﾞﾘ取ﾘ機 XTG-70DTD 0122  ㈱エクシード 

ﾊﾟﾝﾁｺｰﾗ  0779  松山製菓㈱ 

ﾊﾟﾝﾁ穴式ｶｰﾄﾞ錠  0128  ㈱エヌケーパーツ工業 

ﾋﾟｴｿﾞﾌｨｰﾀﾞｰ  0280  ㈱ 産 機 

ﾋﾞｺｰﾙ  0649  日本ベターリビング㈱ 

ﾋﾞﾄﾎﾞﾗ  0131  ㈱エフエスケー 

ﾋｭｰﾑｺｰﾄ  0283  三京化成㈱ 

ﾋﾛﾀｶ  0693  ヒロタカ精機㈱ 

ﾌｧｲﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ  0043  アサヒ繊維工業㈱ 

ﾌｧｲﾝﾓｰﾙﾄﾞ  0694  ㈲ファインモールド 

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ  0092  伊藤忠商事㈱中部支社 

ﾌﾞｲｴﾌ  0218  清田産業㈱ 

ﾌｫｯｸ  0203  木曽興業㈱ 

ﾌｫﾙｽﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(ﾜｲﾝｾﾗｰ） 0400  双日マシナリー㈱ 

ﾌﾞｷｽｴﾙｺﾞﾝｳｶﾞﾝﾀﾞｺｰﾋｰ 0227  ㈱クリスタル 

ﾌｸｶｴﾝのﾀﾈ  0697  福花園種苗㈱ 

ﾌｼﾞﾊﾟﾝ  0716  フジパン㈱ 

ﾌｼﾞﾎﾟﾘ  0709  富士高分子工業㈱ 

ﾌﾟﾗｽ+ﾗｯｸ®  0530  ㈱東海製作所 

ﾌﾟﾗｾｼｵﾝ  0793  丸美産業㈱ 

ﾌﾟﾘｼｬｽﾌﾟﾘﾝﾄ  0671  パパジーノ㈱ 

ﾌﾟﾙｰﾌﾞﾝｳｲﾅｰｽ  0663  ㈱ハクサン 

ﾌﾞﾙｰﾍﾞ  0717  フジＢＣ技研㈱ 

ﾌﾟﾚｲｱｰﾃﾞﾝ  0843  メモリー㈱ 

ﾌﾟﾚﾓﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ  0681  ㈱半谷製作所 

ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ  0583  中川鋳機㈱ 

ﾌﾚﾝﾁﾌﾗﾜｰ  0487  中日フェザー㈱ 

ﾍﾞﾝﾘｰ  0379  スズラン㈱ 

ﾎｰｽﾋｰﾀｰ armor  0760  ㈱マイセック 

ﾎﾞｰｾﾛﾝ  0011  ㈱アイセロ 

ﾎｰﾌﾟ TA  0525  東海機器工業㈱ 

ﾎｰﾌﾟﾀﾞｲﾔ  0599  名古屋ダイヤモンド工業㈱ 

ﾎｰﾒﾙ炉(ｱﾙﾐ合金溶解炉) 0834  ㈱メイチュー 

ﾎﾟｰﾗｽﾀﾞｸﾄ  0388  ㈱セキソー 

ﾎﾟｰﾗｽ電鋳  0234  ＫＴＸ㈱ 

ﾎﾟｶﾅｯｸｽ  0279  ㈱ 三 機 

ﾎｼｻﾞｷ  0746  ホシザキ㈱ 

ﾎﾞｯｼｭ･ﾚｯｸｽﾛｽ  0829  名岐産業㈱ 

ﾎﾞﾄﾑｽﾞ  0791  ㈱丸松製作所 

ﾎﾙﾑﾊﾟｯｸﾝ  0065  安藤産業㈱ 

ﾏｲ･ｵﾘｼﾞﾅﾙ  0098  稲 山 ㈱ 

ﾏｲﾙﾄﾞﾎｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾘｰｽﾞ  0016  愛知電子工業㈱ 

まくらのｷﾀﾑﾗ  0205  ㈱Kitamura Japan 

ﾏｾﾞﾗﾝﾛｰﾌﾟ  0783  ㈱丸五製綱所 

ﾏﾄﾞﾘｱ  0592  名古屋エアゾール㈱ 

ママ楽  0649  日本ベターリビング㈱ 

ﾏﾙｺﾌﾟﾚｽ機 TP120  0792  ㈱マルマン 

ﾏﾙｺﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｰﾄ  0792  ㈱マルマン 

ﾐｽﾉﾝﾅ  0595  名古屋商事㈱ 

ﾐｾｽｴｰﾙ  0561  冨田商事㈱ 

ﾐﾁｺﾛﾝﾄﾞﾝ  0848  モリリン㈱ 名古屋支店 

ﾐﾕｷﾃｯｸｽ  0822  御幸毛織㈱ 

ﾐﾗｺｰﾝ  0283  三京化成㈱ 

ﾒｲｿﾞﾙ  0592  名古屋エアゾール㈱ 

ﾒﾀﾌｫｰﾑ  0698  複合資材㈱ 

ﾓｴﾅｲﾝ  0503  Ｔ・Ｓトレーディング㈱ 

ﾓｴﾝｶ  0503  Ｔ・Ｓトレーディング㈱ 

ﾓﾝﾏﾙｻﾙ  0636  ㈱日本グランド･シャンパーニュ 

ゆかり  0680  ㈱坂角総本舗 

ﾕﾀｶﾌｰｽﾞ  0879  ユタカフーズ㈱ 

ﾕﾆｯﾄ形制御盤  0491  中立電機㈱ 

よいことパン  0752  布袋食糧㈱ 

ﾖｼﾀｹ  0884  ㈱ヨシタケ 

ﾗｲｽﾌﾚﾝﾄﾞ  0023  ㈱アイホー 

ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾄﾜｲﾔｰ  0553  東洋精鋼㈱
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ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｵｲﾙ  0018  ＩＤルーブル㈱ 

らくらく凡天  0487  中日フェザー㈱ 

ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ  0571  トヨタ車体㈱ 

ﾘｰｸﾚｽ  0282  ㈱三機商会 

ﾘｰﾌﾞﾙ  0724  ㈱フタバ化学 

ﾘｯﾌﾟﾙ  0339  松栄工業㈱ 

ﾙｼｪﾙｼｪ  0561  冨田商事㈱ 

ﾚｼﾞｰﾇ  0780  ㈱マリモ（マリモ名西） 

ﾛｰｸｽ本舗  0800  ㈱三河屋物産 

ﾛﾎﾞﾏﾁｯｸ  0864  山下機械㈱ 

ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽｸﾗﾝﾌﾟ  0436  大和化成工業㈱ 

わさびｸﾞﾘｰﾝ豆  0175  春日井製菓㈱ 

愛知ブランド  0266  榊原精器㈱ 

安全太郎  0559  トクデンコスモ㈱ 

一念不動  0391  関谷醸造㈱ 

宇野千代  0675  林八百吉㈱ 

栄四郎瓦  0119  栄四郎瓦㈱ 

永井海苔株式会社  0581  永井海苔㈱ 

花表工房  0603  名古屋メッキ工業㈱ 

雅峰  0587  ㈱中日本陶器 

絵蝋燭、墨絵蝋燭  0774  松井本和蝋燭工房 

楽遊宴食  0220  ㈱金城軒 

協和ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ  0216  協和工業㈱ 

玉鳳  0021  ㈱愛東物産 

金ﾄﾋﾞ  0221  ㈱金トビ志賀 

金のつぶ  0810  ㈱Mizkan 

金銀花慶  0219  金銀花酒造㈱ 

金銀花大吟醸  0219  金銀花酒造㈱ 

絹姫ｻｰﾓﾝ  0012  愛知県淡水養殖漁業協同組合 

工業用研磨基布  0290  三州資材工業㈱ 

洪玉姫の手づくりｷﾑﾁ 0395  世裕商事㈲ 

紅くるり大根  0776  松永種苗㈱ 

絞り屋さん  0859  ㈱山上商店 

高効率単板乾燥機  0426  ㈱太平製作所 

高性能吸音材  0388  ㈱セキソー 

克ｼﾞｬﾊﾟﾝ  0334  ジュエル商事㈱ 

佐藤式振動ふるい機  0241  晃栄産業㈱ 

三信マイカ  0294  三信鉱工㈱ 

三和の純鶏名古屋ｺｰﾁﾝ 0310  ㈱さんわコーポレーション 

四季彩美  0464  ㈱タケヒロ産業 

自然派応援倶楽部  0888  ㈱ラポール 

自然派倶楽部  0775  ㈱ 松 岡 

自然派倶楽部  0888  ㈱ラポール 

自然派良品  0888  ㈱ラポール 

自然派良品  0775  ㈱ 松 岡 

サイドエアーバック力布 0290  三州資材工業㈱ 

手袋のソムリエ®  0723  ㈱ 扶 双 

松井本和蝋燭  0774  松井本和蝋燭工房 

焼ﾀﾙﾌ  0628  日陶連原料㈱ 

西条園  0025  ㈱あいや 

西尾の抹茶 抹茶アイスの素 0244  ㈱宏昌食糧研究所 

昔ながらのきしめん  0752  布袋食糧㈱ 

洗顔用泡だて器  0578  ㈱鳥越樹脂工業 

全回転式ｻﾝﾄﾞﾋﾞﾝ  0583  中川鋳機㈱ 

壮謙  0800  ㈱三河屋物産 

大幸窯  0298  ㈲三二商店 

大峠ｾﾘｻｲﾄ  0628  日陶連原料㈱ 

竹のあるくらし  0464  ㈱タケヒロ産業 

竹田庄九郎  0460  ㈱竹田嘉兵衛商店 

天下一  0211  木村刃物製造㈱ 

天狗  0517  天狗缶詰㈱ 

内外装ｸﾘｯﾌﾟ  0436  大和化成工業㈱ 

乳酸菌生産物質・ﾛｾﾞﾗｽ 0397  セントラルシティ商事㈱ 

忍者ｼﾒ丸ｼﾘｰｽﾞ  0559  トクデンコスモ㈱ 

箔工房  0324  ㈱シード 

麦ふぁ～  0462  竹田本社㈱ 

八ツ矢印  0855  八ツ矢工業㈱ 

発芽押麦  0576  豊橋糧食工業㈱ 

美＆麗  0533  東海時計商事㈱ 

分水栓  0489  中部美化企業㈱ 

蓬莱泉  0391  関谷醸造㈱ 

豊興  0829  名岐産業㈱ 

鳳来ﾏｽ  0012  愛知県淡水養殖漁業協同組合 

北海道発  0220  ㈱金城軒 

麺押出機  0655  ㈲野田工業製作所 

野菜生活  0171  カゴメ㈱ 

薬師窯  0481  ㈱中外陶園 

裕華  0398  扇 文 ㈱ 

頼鳳堂  0795  ㈲丸よ小泉商店 

良品素材  0088  ㈱イトウアンド 

       カンパニーリミテッド 

和スウィーツ新商品  0244  ㈱宏昌食糧研究所 

澤光  0276  澤田紡績㈱ 

籐のある生活  0476  ㈱ちどり産業 

 

 

 

 



- 56 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

企業情報  
 
0001 株式会社アイエヌティー 

〒455-0076 名古屋市港区川間町 3丁目 7番地  

TEL : 052-665-2920   FAX : 052-665-2924 

URL : http:/www.intgroup.co.jp 

資本金 : 9,500万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1993年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

卸 :茶, 唐辛子（生鮮） 

出 :茶, 唐辛子（生鮮） 

（中国, 台湾, 香港, マレーシア, 米国, 欧州） 

入 :茶, 唐辛子（生鮮）, 乾燥野菜 

（中国, 台湾, インドネシア） 

進 :中国, 台湾, 香港 

 

0002 株式会社アイオー・エム 
〒485-0821 小牧市本庄白池 793-1  

TEL : 0568-78-4411   FAX : 0568-78-2261 

URL : http:/www.i-o-m.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :名古屋銀行小牧駅前支店  

卸 :工作機械, 測定機器, 自動機械, 機械工具 

出 :工作機械（タイ, ベトナム, インドネシア, 中国） 

入 :工作機械（ドイツ, イタリア, オランダ, オーストリア,  

ポルトガル, ベルギー） 

進 :タイ, ドイツ 

 

0003 ＩＫＫショット株式会社 
〒476-0001 東海市南柴田町ヌノ割 412-4  

TEL : 052-307-8100   FAX : 052-307-8197 

URL : http:/www.ikkshot.com 

資本金 : 30,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1997年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

製 :スチールショット, スチールグリット, 

ファインショット, ダミーボール 

出 :スチールショット, スチールグリット, 

ファインショット, ダミーボール 

（台湾, タイ, 中国, 韓国, インドネシア, ベトナム） 

入 :ステンレスショット, ステンレスカットワイヤー 

（タイ, フランス, 中国） 

ブ :IKK  

 

0004 アイコ株式会社 
〒466-0059 名古屋市昭和区福江 3-10-14  

TEL : 052-871-4140   FAX : 052-871-8810 

URL : http://www.aico-net.co.jp 

資本金 : 6,300万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :愛知銀行桜山支店 三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店 

小 :オフィス家具, 金属製家具 

入 :椅子（金属製）, 家具部品 

 （台湾, マレーシア, タイ, インドネシア, 中国） 

ブ :AICO  

 

0005 愛三化学工業株式会社 
〒492-8412 稲沢市大矢町大矢田 32  

TEL : 0587-36-6211   FAX : 0587-36-1139 

URL : http:/www.aisan-ind.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

     三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

製 :食品添加物, 化学品, サッカリン 

出 :食品添加物, 化学品, サッカリン 

 （米国, 南米諸国, タイ, 香港, 英国, スペイン） 

入 :食品添加物, 化学品（中国, インドネシア） 

 

0006 愛三工業株式会社 
〒474-8588 大府市共和町一丁目 1番地の 1  

TEL : 0562-48-6229   FAX : 0562-48-2785 

URL : http://www.aisan-ind.co.jp 

資本金 : 1,065,100万円   従業員数 : 3,391人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

三井住友銀行名古屋支店 

製 :スロットルボディ, フューエルポンプ, キャニスター,  

エンジンバルブ, フューエルインジェクター,  

ＬＰＧレギュレータ, ＥＧＲバルブ 

出 :スロットルボディ部品, フューエルポンプ部品,  

キャニスター部品, ＬＰＧレギュレータ 

（韓国, イタリア, 米国, 中国, インドネシア,  

チェコ, フランス, タイ, インド, メキシコ） 

入 :活性炭, 樹脂材料, 自動車部品 

（米国, 中国, タイ, インドネシア, マルタ, ドイツ, 

オランダ, マレーシア, 韓国, フランス, チェコ,  

メキシコ, インド, シンガポール, 台湾） 

ブ :AISAN  

進 :韓国, 米国, 中国, インド, インドネシア,  

フランス, チェコ, メキシコ 

 

0007 愛三種苗株式会社 
〒452-0902 清須市助七東山中 93  

TEL : 052-400-1325   FAX : 052-400-1437 

URL : http:/www.aisanseed.co.jp 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 34人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店  

     みずほ銀行名古屋駅前支店 

卸 :野菜種子 

出 :メロン種子, トマト種子（韓国, 中国, 台湾） 

入 :トマト種子, 大根種子, メロン種子 

（タイ, 韓国, 中国, 台湾） 

 

0008 アイシー株式会社 
〒465-0092 名古屋市名東区社台 3丁目 57-4  

TEL : 052-778-0700   FAX : 052-778-0730 

URL : http:/www.ic-chesterton.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 22人 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :名古屋銀行東郊通支店  

三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

卸 :メカニカルシール, パッキン, 油空圧シール,  

 システムワンポンプ 

入 :メカニカルシール, パッキン, 油空圧シール,  

システムワンポンプ（米国, 中国, シンガポール, 豪州） 

ブ :Chesterton,Blackmer  

 

0009 株式会社アイシス 
〒452-0836 名古屋市西区新木町 1番地  

TEL : 052-503-5125   FAX : 052-504-5733 

URL : http:/www.isisinc.jp 

資本金 : 2,888万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :十六銀行小田井支店 大垣共立銀行小田井支店

http://www.intgroup.co.jp/
http://www.i-o-m.co.jp/
http://www.ikkshot.com/
http://www.aico-net.co.jp/
http://www.aisan-ind.co.jp/
http://www.aisan-ind.co.jp/
http://www.aisanseed.co.jp/
http://www.ic-chesterton.co.jp/
http://www.isisinc.jp/


- 57 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

製 :高速精密プレス機, プレス関連機器 

出 :高速精密プレス機, プレス関連機器 

（中国, 韓国, 台湾,ベトナム, タイ, マレーシア,  

シンガポール, インド, インドネシア, フィリピン,  

カナダ, メキシコ） 

ブ :ISIS  

 

0010 株式会社愛新陶器 
〒489-0809 瀬戸市共栄通 2-70  

TEL : 0561-82-5480   FAX : 0561-84-6127 

資本金 : 1,125万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫  

製 :陶器, 香炉（陶磁器製）, グラス（ガラス製） 

出 :陶器, 香炉（陶磁器製）, 

グラス（ガラス製）（米国, スウェーデン, 台湾, 韓国） 

入 :陶器, 香炉（ガラス製）（中国, 台湾） 

ブ :BOTANICA  

 

0011 株式会社アイセロ 
〒441-1115 豊橋市石巻本町字越川 45  

TEL : 0532-88-6633   FAX : 0532-88-4527 

URL : http:/www.aicello.com 

資本金 : 35,000万円   従業員数 : 505人 

設立年 : 1933年 

取引銀行 :三井住友銀行豊橋支店 みずほ銀行豊橋支店 

製 :水溶性フィルム, 防錆フィルム,  

プラスチッククリーンボトル, クリーンフィルム,  

シーラントフィルム 

出 :水溶性フィルム, 防錆フィルム,  

 プラスチッククリーン 

ボトル, クリーンフィルム, シーラントフィルム（韓国, 

 中国, ドイツ, 米国, 豪州, ブラジル, カナダ, 台湾, 

 タイ, インド, インドネシア, メキシコ, マレーシア） 

入 :ポリエチレン袋（PEバッグ）, 

 ポリシート（マレーシア, 中国） 

ブ :ﾎﾞｰｾﾛﾝ,ｿﾙﾌﾞﾛﾝ  

進 :韓国, マレーシア, 中国, ドイツ, カナダ, タイ,  

インドネシア, メキシコ, インド, 米国 

 

0012 愛知県淡水養殖漁業協同組合 
〒441-2224 北設楽郡設楽町豊邦字豊詰 27  

TEL : 0536-64-5311   FAX : 0536-64-5503 

URL : http:/www.tansui.net 

資本金 : 10,358万円   従業員数 : 34人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :愛知県信用漁業協同組合連合会  

          三菱ＵＦＪ銀行 

製 :惣菜加工品, 水産加工品, 生鮮魚, 冷凍魚 

出 :惣菜加工品, 水産加工品, 生鮮魚, 冷凍魚 

 （香港, 中国） 

ブ :絹姫ｻｰﾓﾝ,鳳来ﾏｽ  

 

0013 愛知交易株式会社 
〒461-0035 名古屋市東区黒門町 95  

TEL : 052-935-4735   FAX : 052-935-9549 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行東支店 

卸 :タイル（陶磁器製） 

出 :タイル（陶磁器製）（香港, シンガポール） 

入 :タイル（陶磁器製） 

（中国, マレーシア, スペイン, イタリア） 

ブ :ｱｲｺｰﾀｲﾙ,AIKO  

 

0014 愛知製鋼株式会社 
〒476-8666 東海市荒尾町ワノ割 1  

TEL : 052-603-9362   FAX : 052-601-0301 

URL : http://www.aichi-steel.co.jp 

資本金 : 2,501,600万円   従業員数 : 2,592人 

設立年 : 1940年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :機械構造用鋼材, ステンレス鋼材, 鍛造品, 電磁品 

出 :機械構造用鋼材, ステンレス鋼材, 鍛造品, 電磁品 

（米国, 東南アジア諸国, 欧州, 豪州, インド,  

東アジア諸国） 

入 :合金鉄, 電極, 耐火物, 蛍石 

 （南アフリカ共和国, 豪州, ニューカレドニア,  

 ドミニカ共和国, 中国, チリ, インド, ブラジル,  

 ロシア, メキシコ, 米国, 欧州, カザフスタン） 

進 :フィリピン, タイ, 米国, 中国, ドイツ, 韓国,  

インドネシア, チェコ 

 

0015 愛知電機株式会社 
〒486-8666 春日井市愛知町 1  

TEL : 0568-35-1141   FAX : 0568-35-1258 

URL : http:/www.aichidenki.jp 

資本金 : 405,300万円   従業員数 : 787人 

設立年 : 1942年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

三井住友銀行名古屋支店 

製 :変圧器, スイッチギア, 小型モーター 

出 :変圧器, スイッチギア, 小型モーター 

（ガーナ, 中国, ナイジェリア, タイ, インドネシア, 

 ヨルダン, モロッコ, レソト, タンザニア, ベトナム,  

カンボジア, パラオ共和国, ミャンマー, ラオス,  

リベリア） 

入 :トランス用部品, スイッチギア用部品, 変電用機器 

（ドイツ, スイス, フランス, スウェーデン, タイ） 

 

0016 愛知電子工業株式会社 
〒468-0067 名古屋市天白区池見 2-88  

TEL : 052-835-0055   FAX : 052-835-2777 

URL : http://www.aichidenshi.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 21人 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :愛知銀行島田支店  

卸 :リハビリ機器, 医療機器 

出 :リハビリ機器（中国, 米国） 

入 :マッサージ機, 医療機器（カナダ, 中国, 米国） 

ブ :ｿｰﾏﾀﾞｲﾝｼﾘｰｽﾞ,ﾏｲﾙﾄﾞﾎｯﾄｳｪｰﾌﾞｼﾘｰｽﾞ  

 

0017 愛知時計電機株式会社 
〒456-8691 名古屋市熱田区千年 1-2-70  

TEL : 052-661-5150   FAX : 052-661-6418 

URL : http:/www.aichitokei.co.jp 

資本金 : 321,815万円   従業員数 : 1,879人 

設立年 : 1898年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :水道メーター, ガスメーター, 流量計, 流量センサー 

出 :水道メーター, ガスメーター, 流量計, 流量センサー 

（東南アジア諸国, 欧州, 中南米諸国, 中国, 台湾） 

ブ :AICHI TOKEI  

 

0018 ＩＤルーブル株式会社 
〒468-0011 名古屋市天白区平針五丁目 918 

http://www.aicello.com/
http://www.tansui.net/
http://www.aichi-steel.co.jp/
http://www.aichidenki.jp/
http://www.aichidenshi.jp/
http://www.aichitokei.co.jp/


- 58 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

TEL : 052-806-0361   FAX : 052-806-0362 

URL : http:/www.id-louvre.com 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 2001年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫神の倉支店 名古屋銀行平針支店 

卸 :石鹸, ボディソープ, アカスリ商材, 化粧品,  

補正ストッキング 

出 :石鹸, ボディーオイル, アカスリ商材,  

化粧品（韓国, 中国） 

入 :美容関連品, アパレル（韓国） 

ブ :ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰｵｲﾙ  

進 :中国 

 

0019 株式会社アイデックス 
〒461-0034 名古屋市東区豊前町 2丁目 66番地  

TEL : 052-935-1686   FAX : 052-937-0081 

URL : http://www.idex-net.co.jp 

資本金 : 2,100万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支社  

          大垣共立銀行大曽根支店 

製 :カウンター（計数機）, 電気制御盤 

出 :種子粒数計数機（中国, 韓国, 台湾, 米国, インド,  

フィリピン, ベトナム） 

ブ :WAVER,BOX CARRY  

進 :タイ 

 

0020 株式会社アイトー 
〒488-0022 尾張旭市狩宿新町 1-1  

TEL : 0561-54-2111   FAX : 0561-52-0746 

URL : http:/www.aito.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 220人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾張旭支店  

卸 :食卓用品（陶磁器製）, 花瓶（陶磁器製） 

出 :食卓用品（陶磁器製）, 花瓶（陶磁器製） 

 （米国, 台湾, 韓国, 中国, カナダ, スイス） 

入 :食卓用品（陶磁器製）, 花瓶（陶磁器製） 

 （中国, マレーシア, フランス, ベトナム） 

ブ :AITO  

 

0021 株式会社愛東物産 
〒472-0017 知立市弘栄 1-19  

TEL : 0566-81-3632   FAX : 0566-81-3634 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :碧海信用金庫知立南支店  

三菱ＵＦＪ銀行知立支店 

卸 :仏壇, 仏具, 特殊仏具, 美術品, 寺院用仏具,  

漆器（木製）, 墓石, 大理石 

出 :塗料（ペイント）, 金具, 合板（中国） 

入 :仏壇, 仏具, 美術品, 伝統工芸品, 装飾品（木製）, 

 墓石, 大理石（台湾, 中国） 

ブ :玉鳳  

 

0022 有限会社相羽コーポレーション 
〒467-0064 名古屋市瑞穂区弥冨通 3-12-1001  

TEL : 052-861-0193   FAX : 052-861-0194 

資本金 : 500万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1998年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行野並支店  

卸 :ＬＥＤ照明器具, 建材, 自動車部品, 樹脂製品,  

金属加工製品 

出 :省エネルギー機器, 生ゴミ処理機（家庭用）,  

衛生商品（台湾, 中国, 韓国） 

入 :ＬＥＤ照明器具, 建材, 自動車部品, 樹脂製品,  

金属加工製品（中国, ドイツ, 韓国, 台湾） 

ブ :ECOFA,Archi+  

進 :中国 

 

0023 株式会社アイホー 
〒442-8580 豊川市白鳥町防入 60番地  

TEL : 0533-88-7208   FAX : 0533-88-4510 

URL : http://www.aiho.co.jp 

資本金 : 83,551万円   従業員数 : 400人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊川支店  

          三井住友銀行豊橋支店 

製 :業務用厨房機器, 電気炊飯器, 調理機器, 加熱機器, 

 食器洗浄機器 

出 :業務用厨房機器, 電気炊飯器, 調理機器, 加熱機器, 

食器洗浄機器 

（中国, 韓国, 東南アジア諸国, 欧州, 米国） 

ブ :ﾗｲｽﾌﾚﾝﾄﾞ,ｼｬﾘﾌﾟﾛ  

進 :中国, 韓国 

 

0024 アイホン株式会社 
〒460-0004 名古屋市中区新栄町 1-1  

明治安田生命名古屋ビル 10階 

TEL : 052-228-9961   FAX : 052-228-9979 

URL : http:/www.aiphone.com 

資本金 : 538,884万円   従業員数 : 1,058人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

製 :インターホン 

出 :インターホン, インターホン関連機器 

 （北米諸国, 中米諸国, 南米諸国, 欧州,  

 アフリカ諸国, アジア諸国太洋州諸国, 中東諸国） 

入 :インターホン, インターホン部品（タイ, ベトナム） 

ブ :AIPHONE  

進 :米国, タイ, フランス, シンガポール, 中国,  

ベトナム, 台湾, 豪州, 英国 

 

0025 株式会社あいや 
〒445-0894 西尾市上町横町屋敷 15番地  

TEL : 0563-56-2233   FAX : 0563-56-2257 

URL : https:/www.matcha.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 110人 

設立年 : 1888年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 

製 :抹茶, 緑茶 

出 :抹茶, 緑茶 

（米国, ＥＵ, タイ, シンガポール, インドネシア） 

ブ :あいや,西条園  

進 :米国, ドイツ, オーストリア, 中国, タイ 

 

0026 アイロップ株式会社 
〒461-0004 名古屋市東区葵 2-12-1 ナカノビル 5F  

TEL : 052-931-6837   FAX : 052-931-6584 

URL : http:/www.ailop.co.jp 

資本金 : 6,400万円   従業員数 : 41人(11人) 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行梅田中央支店 

三井住友銀行梅田支店 

卸 :包装資材, 輸送用容器 

入 :輸送用容器（中国） 

進 :中国, タイ

http://www.id-louvre.com/
http://www.idex-net.co.jp/
http://www.aito.co.jp/
http://www.aiho.co.jp/
http://www.aiphone.com/
https://www.matcha.co.jp/
http://www.ailop.co.jp/
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0027 株式会社アイワ 
〒482-0032 岩倉市井上町種畑 20  

TEL : 0587-37-8300   FAX : 0587-66-0794 

URL : http:/www.aiwacorporation.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 42人 

設立年 : 1977年 

取引銀行 :名古屋銀行江南支店 大垣共立銀行名古屋支店 

製 :合成木材（プラスチック製）, フッ素樹脂製品,  

樹脂加工部品 

入 :ポリテトラフルオロエチレン（タイ, 韓国） 

ブ :ﾃﾞｭﾗｳｯﾄﾞ,ｱｲﾌﾛﾝ  

 

0028 愛和産業株式会社 
〒491-8688 一宮市八幡 2-7-3  

TEL : 0586-45-3351   FAX : 0586-45-6917 

URL : http://www.aiwasangyo.co.jp 

資本金 : 5,400万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 愛知銀行一宮支店 

卸 :ロープ, 漁網, 撚糸, 浮き, 産業用資材, 水産資材, 

テント, 陸上用ネット, 通信機器 

入 :合成浮き, 化学繊維ロープ, 雑貨（中国, 韓国） 

ブ :EARTH & LION  

 

0029 株式会社葵製茶 
〒445-0894 西尾市上町上屋敷 7  

TEL : 0563-57-2570   FAX : 0563-57-4747 

URL : http:/www.aoiseicha.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :西尾信用金庫本店 三菱ＵＦＪ銀行西尾支店 

製 :抹茶 

出 :抹茶, 茶 

（米国, イタリア, スペイン, カナダ, シンガポール, 

 タイ, 台湾） 

進 :米国 

 

0030 株式会社 青 山 
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-10-34  

TEL : 052-242-1141   FAX : 052-242-1148 

URL : http:/www.aoyama-ribbon.com 

資本金 : 2,100万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :リボン, クリスマス用品, プリントラベルリボン,  

ギフトラッピングリボン 

出 :リボン, プリントラベルリボン,  

ギフトラッピングリボン 

 （香港, 台湾, イタリア, 中国韓国, サウジアラビア,  

 ドイツ） 

入 :リボン, 紙・板紙及び同製品, クリスマス用品, 

不織布, ポリエステル生地 

（米国, ドイツ, 香港,台湾, フィリピン, イタリア,  

フランス, 中国,韓国, スイス） 

ブ :THREE DOGS  

 

0031 株式会社青山製作所 
〒480-0198 丹羽郡大口町高橋 1-8  

TEL : 0587-95-1306   FAX : 0587-95-1286 

URL : http:/www.asj-fasteners.co.jp 

資本金 : 45,000万円   従業員数 : 2,021人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :ボルト, ナット, ねじ, 樹脂加工部品 

出 :ボルト, ナット, ワッシャー, ねじ, 樹脂加工部品 

（タイ, 米国, チェコ, 中国, インドネシア） 

入 :ボルト, ナット 

（タイ, チェコ, 中国, 米国, インドネシア） 

進 :タイ, 米国, チェコ, 中国, インドネシア 

 

0032 青山電陶株式会社 
〒489-0917 瀬戸市效範町 2-13  

TEL : 0561-82-9178   FAX : 0561-82-1130 

URL : http:/www.aoyama-d.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 24人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫共栄支店  

          三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 

製 :配線器具, ソケット（磁器製）,  

セラミックスイッチカバー, 装飾品（陶磁器製） 

入 :ステンレス製品, 配線器具（中国） 

ブ :ｻﾝﾌﾗﾜｰ  

 

0033 赤津機械株式会社 
〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町 9-40  

TEL : 052-681-6171   FAX : 052-681-6174 

URL : http:/www.akatsu.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1921年 

取引銀行 :百五銀行上前津支店 三菱ＵＦＪ銀行熱田支店 

卸 :コンプレッサー部品, Ｚスクリューコンプレッサー 

出 :中古砕石機, 砕石プラント機材, ディーゼル発電機, 

エアコンプレッサー 

（タイ, マレーシア, シンガポール, 豪州, ベトナム） 

   【2017年度調査回答】 

 

0034 アサダ株式会社 
〒462-8551 名古屋市北区上飯田西町 3-60  

TEL : 052-914-1062   FAX : 052-914-1065 

URL : http:/www.asada.co.jp 

資本金 : 22,100万円   従業員数 : 105人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :みずほ銀行大曽根支店 三菱ＵＦＪ銀行東支店 

製 :パイプねじ切機, バンドソー, パイプソー,  

ドレンクリーナー, テストポンプ, 高圧洗浄機,  

フロン回収機, フロン再生機, フロン分解機,  

冷凍空調サービス機器 

出 :パイプねじ切機, バンドソー, パイプソー,  

フロン回収機, フロン再生機, 冷凍空調サービス機器 

（ドイツ, 台湾, 米国, タイ, 中国） 

入 :銅管工具, フロン回収機, フロン再生機,  

冷凍空調サービス機器（ドイツ, 米国, タイ, 中国） 

ブ :ASADA  

進 :台湾, タイ, 中国, 米国, ベトナム, インド 

 

0035 株式会社浅野研究所 
〒470-0151 愛知郡東郷町諸輪北山 158-247  

TEL : 0561-38-6811   FAX : 0561-38-1218 

URL : http://www.asano-lab.co.jp 

資本金 : 54,685万円   従業員数 : 124人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 名古屋銀行東郷支店 

製 :プラスチック真空成形機, トリミング機 

出 :プラスチック真空成形機, トリミング機 

 （米国, 中国, 香港, インド, インドネシア, 韓国, 

  マレーシア, フィリピン, シンガポール, 台湾, タイ,  

 トルコ, バングラデシュ, クウェート） 

入 :セラミックヒーター（ドイツ, 米国, 台湾）

http://www.aiwacorporation.co.jp/
http://www.aiwasangyo.co.jp/
http://www.aoiseicha.co.jp/
http://www.aoyama-ribbon.com/
http://www.asj-fasteners.co.jp/
http://www.aoyama-d.co.jp/
http://www.akatsu.co.jp/
http://www.asada.co.jp/
http://www.asano-lab.co.jp/
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ブ :ASANO LAB  

 

0036 有限会社浅野商事 
〒467-0056 名古屋市瑞穂区白砂町 4-130  

TEL : 052-833-0372   FAX : 052-832-6619 

資本金 : 500万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新瑞橋支店 

三菱ＵＦＪ銀行石川橋支店 

卸 :鎧・兜（節句用）, 犬張り子, 提灯, 張り子, 注連縄,  

のぼり, 幕 

 

0037 浅野物産株式会社 
〒483-8034 江南市中奈良町一ツ目 70番地  

TEL : 0587-56-4607   FAX : 0587-56-3718 

URL : http:/www.asano-bussan.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :名古屋銀行 大垣共立銀行 

製 :合成樹脂原料 

出 :合成樹脂原料（香港, 台湾, 中国） 

入 :合成樹脂原料（台湾） 

進 :香港, 中国, 台湾 

 

0038 旭工機株式会社 
〒487-0022 春日井市庄名町字山之田 1012  

TEL : 0568-91-8321   FAX : 0568-92-8005 

URL : http:/www.asahikoki-kameka.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :名古屋銀行守山支店  

製 :糸鋸盤（木工用） 

出 :糸鋸盤（木工用）（シンガポール, マレーシア,  

インドネシア, 台湾, 韓国） 

入 :糸鋸盤用部品（台湾） 

ブ :AF LINE,SCROLA LINE  

 

0039 株式会社旭工業所 
〒448-0813 刈谷市小垣江町本郷下 6-1  

TEL : 0566-21-6131   FAX : 0566-22-0821 

URL : http:/www.asahikogyosho.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 280人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :碧海信用金庫刈谷支店  

製 :Ａ/Ｔ用ピストン, タイミングベルトテンショナー 

出 :Ａ/Ｔ用ピストン, タイミングベルトテンショナー 

（中国, アジア諸国） 

入 :Ａ/Ｔ用ピストン素材（中国） 

ブ :LAMBDA  

進 :中国 

 

0040 旭サナック株式会社 
〒488-8688 尾張旭市旭前町 5050  

TEL : 0561-53-1212   FAX : 0561-53-2088 

URL : http:/www.sunac.co.jp 

資本金 : 255,000万円   従業員数 : 388人 

設立年 : 1942年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :塗装機械, 冷間圧造機, 洗浄機 

出 :塗装機械, 冷間圧造機, 洗浄機（米国, 欧州, 台湾, 

 韓国, 東南アジア諸国, 中国, インド, 中南米諸国） 

ブ :ASAHI SUNAC  

進 :米国, ドイツ, 台湾, 中国, タイ 

 

0041 旭産業株式会社 
〒486-0906 春日井市下屋敷町字下屋敷 145  

TEL : 0568-33-0511   FAX : 0568-33-4850 

URL : http:/www.asahi-sangyo.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 400人 

設立年 : 1942年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 商工組合中央金庫 

製 :制御機器, ファンモーター, ブラシレスＤＣモーター 

出 :制御機器, 電線束加工品（エレベータ用） 

（シンガポール, 中国） 

入 :ファンモーター（中国, 韓国） 

ブ :ｽｰﾊﾟｰあんどん,ﾁｪｯｶｰくん  

進 :中国 

 

0042 旭精機工業株式会社 
〒488-0852 尾張旭市旭前町新田洞 5050-1  

TEL : 0561-53-3119   FAX : 0561-54-2439 

URL : http://www.asahiseiki-mfg.co.jp 

資本金 : 417,541万円   従業員数 : 510人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

     三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :精密金属加工部品, プレス機, ばね成形機,  

    自動組立機 

出 :精密金属加工部品, プレス機, ばね成形機 

 （韓国, 台湾, 米国, タイ, マレーシア, ドイツ,  

 インドネシア, 中国, 英国） 

 

0043 アサヒ繊維工業株式会社 
〒492-8424 稲沢市高重東町 51  

TEL : 0587-32-1176   FAX : 0587-23-0315 

URL : http:/www.asahi-fiber.co.jp 

資本金 : 3,500万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :りそな銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :繊維特殊加工品 

ブ :ﾌｧｲﾊﾞｰﾛｯﾄﾞ,MF ﾌｨﾙﾀｰ  

進 :中国 

 

0044 株式会社アサヒ農園 
〒495-0001 稲沢市祖父江町高熊 124  

TEL : 0587-97-2525   FAX : 0587-97-1150 

URL : http:/www.asahi-noen.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 27人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行祖父江支店  

    みずほ銀行一宮支店 

卸 :野菜種子, 草花の種, 緑化種子 

出 :野菜種子, 草花の種（韓国, 台湾, 中国, 米国） 

入 :野菜種子, 草花の種, 芝草種子 

 （中国, デンマーク, オランダ, 米国, 豪州） 

 

0045 旭物産株式会社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 3-6-7  

TEL : 052-582-1944   FAX : 052-582-1900 

URL : http://asabutsu.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店  

卸 :仏像（木製）, 宗教用具, 彫刻欄間, 葬祭用具 

出 :塗料（ペイント）（台湾, 中国） 

入 :木製品, 雑貨, 仏像（木製）, 彫刻欄間 

 （中国, 台湾, 韓国）

http://www.asano-bussan.co.jp/
http://www.asahikoki-kameka.co.jp/
http://www.asahikogyosho.co.jp/
http://www.sunac.co.jp/
http://www.asahi-sangyo.co.jp/
http://www.asahiseiki-mfg.co.jp/
http://www.asahi-fiber.co.jp/
http://www.asahi-noen.co.jp/
http://asabutsu.co.jp/
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0046 朝日木材加工株式会社 
〒440-0071 豊橋市北島町字北島 87番地  

TEL : 0532-52-0134   FAX : 0532-54-8063 

URL : http:/www.asahiwood.co.jp 

資本金 : 4,982万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 

商工組合中央金庫豊橋支店 

製 :テレビボード, 木製家具, 組立家具 

入 :テレビボード, 木製家具, 組立家具 

 （マレーシア, ベトナム） 

ブ :BOSCO,ADK  

進 :マレーシア, ベトナム 

 

0047 麻益株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-6-9  

TEL : 052-231-6308   FAX : 052-218-1020 

URL : http:/www.asamasu.co.jp 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 96人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

みずほ銀行名古屋駅前支店 

製 :フィルタークロス, フィルターバッグ,  

ラッピングクロス, コンテナバッグ 

出 :フィルタークロス, フィルターバッグ,  

ラッピングクロス（台湾, 韓国, 東南アジア諸国） 

入 :フィルタークロス, フィルターバッグ,  

    コンテナバッグ  

 （韓国, ドイツ, 中国, 米国, インドネシア） 

進 :韓国, 中国 

 

0048 アスカ株式会社 
〒448-0002 刈谷市一里山町東吹戸 11  

TEL : 0566-36-7771   FAX : 0566-36-8090 

URL : http:/www.aska.co.jp 

資本金 : 90,384万円   従業員数 : 600人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋支社 

製 :ロボット装置, 省力化機械装置, 電気配電盤,  

電気制御盤, 自動車部品, 情報機器 

出 :ロボット装置（米国） 

ブ :UNI ROBO  

進 :米国, 中国, インドネシア 

 

0049 株式会社アスカ商会 
〒464-0003 名古屋市千種区新西 1-2-10  

TEL : 052-772-5216   FAX : 052-772-7707 

URL : http://www.asca-1971.co.jp 

資本金 : 1,300万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 愛知銀行猪子石支店 

入 :造花, 人工樹木, クリスマス用品, インテリア用品 

（中国, 台湾, フィリピン, タイ, 米国, ＥＵ） 

ブ :asca  

 

0050 東 谷 株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄 4-17-5  

TEL : 052-241-1980   FAX : 052-264-1220 

URL : http:/www.azumaya-kk.com 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 65人 

設立年 : 1913年 

取引銀行 :大垣共立銀行名古屋支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

卸 :家具, ラグ, クッション, 雑貨 

入 :家具, ラグ, クッション, 雑貨（中国, ベトナム,  

インドネシア, 台湾, インド, タイ） 

ブ :ROOM ESSENCE  

 

0051 株式会社 足 立 
〒452-0908 清須市寺野花笠 24  

TEL : 052-401-1871   FAX : 052-401-1872 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1993年 

取引銀行 :名古屋銀行小田井支店  

三菱ＵＦＪ銀行小田井支店 

製 :中古衣料 

出 :中古衣料, 綿ボロ, 再生プラスチック,  

プラスチック原材料, プラスチック粒, 繊維原料,  

ナイロン屑, ＰＥＴ糸屑, フィルム・チップ,  

フェンツ, 残糸, 不織布, 反物 

（韓国, 台湾, 中国, 香港, パキスタン, インド,  

シンガポール, マレーシア, イエメン, ヨルダン,  

タンザニア, バングラデシュ, カンボジア,  

ミャンマー） 

 

0052 株式会社アトムズ 名古屋店 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-14-21 円山ニッセイビル 

TEL : 052-201-2245   FAX : 052-203-4552 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 8人(4人) 

設立年 : 1977年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店 りそな銀行 

卸 :洗上げ羊毛, 化炭羊毛, ウールトップ, 合繊トップ,  

毛糸, カシミヤ, アンゴラ（モヘア）, ラクダの毛 

入 :ウールトップ, カシミヤ, アンゴラ（モヘア）,  

洗上げ羊毛, 化炭羊毛, 合繊トップ, 毛糸,  

ラクダの毛（豪州, ニュージーランド, 英国, イタリア,  

フランス, ドイツ, 南アフリカ共和国, インド,  

パキスタン, 中国, 米国, アルゼンチン, ウルグアイ,  

台湾, ペルー,  

マレーシア） 

 

0053 株式会社アピックスインターナショナル 名古屋支社 
〒482-0015 岩倉市川井町薬師堂 77  

TEL : 0587-38-5320   FAX : 0587-38-5323 

URL : http:/www.apix-intl.co.jp 

資本金 : 9,300万円   従業員数 : 22人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫西枇杷島支店  

三菱ＵＦＪ銀行上本町支店 

卸 :雑貨, 家庭用電気機器 

入 :雑貨, 家庭用電気機器（中国） 

ブ :Apice,APIX INTL  

 

0054 天野エンザイム株式会社 
〒460-8630 名古屋市中区錦 1-2-7  

TEL : 052-211-3032   FAX : 052-211-3054 

URL : http://www.amano-enzyme.co.jp 

資本金 : 39,000万円   従業員数 : 430人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :医薬用酵素剤, 食品用酵素剤, 工業用酵素剤,  

診断薬用酵素剤 

出 :医薬用酵素剤, 食品用酵素剤, 工業用酵素剤,  

診断薬用酵素剤（米国, ドイツ, 韓国, オランダ,  

フランス, スイス, イタリア, 台湾, 英国, タイ,  

豪州, ニュージーランド, 中国, インド） 

入 :酵素（イタリア, フランス, 英国,  

http://www.asahiwood.co.jp/
http://www.asamasu.co.jp/
http://www.aska.co.jp/
http://www.asca-1971.co.jp/
http://www.azumaya-kk.com/
http://www.apix-intl.co.jp/
http://www.amano-enzyme.co.jp/
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    中国, 米国,カナダ） 

進 :米国, 英国, 中国, メキシコ, マレーシア, タイ 

 

0055 アミテック株式会社 
〒467-8580 名古屋市瑞穂区内浜町 31-25  

TEL : 052-822-7161   FAX : 052-821-8845 

URL : http:/www.amitec.co.jp 

資本金 : 7,500万円   従業員数 : 120人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :りそな銀行赤門通支店  

三菱ＵＦＪ銀行内田橋支店 

製 :木工機械, 金属加工機械 

出 :木工機械, 金属加工機械 

（タイ, マレーシア, インドネシア, シンガポール,  

中国, 韓国, 香港, 台湾, 米国, 中南米諸国） 

入 :送りベルト, 木工機械（イタリア） 

   【2017年度調査回答】 

 

0056 アメリカンホームクラブ株式会社 
〒465-0053 名古屋市名東区極楽 4-1412  

TEL : 052-703-0711   FAX : 052-703-0882 

資本金 : 300万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 2016年 

取引銀行 :百五銀行上前津支店 名古屋銀行高辻支店 

卸 :窓, 戸, 床材, 建材 

入 :窓, 戸, 床材, 建材（米国） 

 

0057 株式会社アラクス 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-2-26  

TEL : 052-962-8528   FAX : 052-951-5698 

URL : http:/www.arax.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 230人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

みずほ銀行名古屋支店 

製 :医薬品 

ブ :NORSHIN,PITTA MASK  

 

0058 株式会社有吉商店 
〒490-1207 あま市二ツ寺五反地 19-1  

TEL : 052-444-7616   FAX : 052-444-7619 

URL : http:/www.ariyosi.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :名古屋銀行港支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店 

製 :ポリプロピレンバッグ（PPバッグ）,  

ポリエチレン袋（PEバッグ）, フレコンスタンド,  

エコバッグ 

入 :ＰＰコンテナーバッグ（ベトナム, 中国） 

進 :ベトナム 

 

0059 アルメック株式会社 
〒470-1153 豊明市前後町三ツ谷 1361  

TEL : 0562-44-1159   FAX : 0562-44-3789 

URL : http:/www.armec.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鳴海支店  

       西尾信用金庫豊明支店 

製 :鉄鋼, 非鉄金属 

出 :鉄鋼, 非鉄金属, プラスチック屑・スクラップ 

（韓国, 中国, タイ, ベトナム, インドネシア） 

 

0060 株式会社安信商会 
〒467-0042 名古屋市瑞穂区八勝通 3-21-3  

TEL : 052-831-2171   FAX : 052-834-1140 

URL : http:/www.anshin-budo.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 22人 

設立年 : 1942年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 愛知銀行中根支店 

製 :武道具, 剣道具, 空手着, 剣道着, 柔道着 

出 :武道用品（フランス, 台湾, ベトナム, 韓国） 

入 :武道用品（ベトナム, 中国, 台湾, フィリピン, 韓国） 

ブ :FUJI DARUMA  

 

0061 株式会社アンスコ 
〒489-0003 瀬戸市穴田町 984 穴田工業団地  

TEL : 0561-48-2430   FAX : 0561-48-2365 

URL : http:/www.ansco.co.jp 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :名古屋銀行大曽根支店  

日本政策金融公庫名古屋支店 

製 :六角穴付きボルト, 六角穴付きボタンボルト,  

六角穴付き皿ボルト, 六角穴付き止めねじ,  

六角穴付き丸小ねじ, ＡＷＰ止めねじ, ステンレス 

六角穴付きボルト, ステンレス六角穴付き止めねじ,  

特殊精密ねじ, ネジ用緩み止め加工 

出 :六角穴付きボルト, ステンレス六角穴付きボルト,  

六角穴付き止めねじ, ステンレス六角穴付き止めねじ 

（米国, 中国, 韓国, 台湾, 香港, アラブ首長国連邦, 

イタリア, タイ, インド） 

入 :ナット, ボルト, 締結部品（インド） 

ブ :ANSCO,A-ND  

進 :タイ 

 

0062 株式会社アンセイ 
〒474-8581 大府市北崎町大島 30  

TEL : 0562-47-2181   FAX : 0562-47-2186 

URL : http://www.ansei.co.jp 

資本金 : 20,500万円   従業員数 : 556人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :商工組合中央金庫熱田支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :自動車用ドアロック 

出 :自動車用ドアロック（米国, タイ, 中国） 

入 :モーター（ベトナム） 

進 :米国, タイ, 中国, インドネシア 

 

0063 株式会社アンタック 
〒489-0915 瀬戸市北浦町 2-42-1  

TEL : 0561-21-1841   FAX : 0561-21-5841 

URL : http://antacc.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 51人 

設立年 : 1993年 

取引銀行 :十六銀行多治見支店  

      大垣共立銀行瀬戸支店 

製 :コントロールケーブル,  

    極細ステンレスワイヤーロープ,  

    ガルバ鋼線ワイヤーロープ, ワイヤーアッセンブリー,  

ウレタンロープ, ジュエリーアクセサリー材料 

出 :コントロールケーブル,  

    極細ステンレスワイヤーロープ,  

ガルバ鋼線ワイヤーロープ, ワイヤーアッセンブリー,  

ウレタンロープ, ジュエリーアクセサリー材料, 金具 

（韓国, 台湾, 英国, 豪州） 

入 :ステンレス製ねじ金具, 建築金物, ワイヤーロープ,  

http://www.amitec.co.jp/
http://www.arax.co.jp/
http://www.ariyosi.jp/
http://www.armec.jp/
http://www.anshin-budo.co.jp/
http://www.ansco.co.jp/
http://www.ansei.co.jp/
http://antacc.com/
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ジュエリーアクセサリー材料 

（中国, 韓国, 台湾, ベトナム） 

ブ :ELASTOMA,ANTALON,TOUGH DEVICE  

 

0064 安 藤 株式会社 
〒466-8515 名古屋市昭和区白金 1-16-7  

TEL : 052-882-7772   FAX : 052-881-3299 

URL : http://www.ando-jp.com 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

卸 :機械工具 

出 :機械工具（中国, メキシコ, インドネシア, ベトナム） 

入 :機械工具, 機械部品（中国, 韓国） 

進 :中国, インドネシア 

 

0065 安藤産業株式会社 
〒465-0082 名古屋市名東区神里 1-105  

TEL : 052-702-3111   FAX : 052-702-3515 

URL : http:/www.ando-sangyo.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行星ヶ丘支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :プラスチック製品, 建材, 木製家具部材,  

建築内装部材, 車両内装部材 

出 :フィルム（プラスチック製）, 家具用化粧紙, 住宅用 

化粧紙, ホルムアルデヒド吸着シート,  

水圧転写システム 

（北米諸国, 中国, 韓国, インドネシア, ベトナム,  

タイ, 台湾, インド, フィリピン） 

入 :住宅用部材, 家具部品, 木製品, 家具用金物,  

建築金物, 雑貨, プラスチック製品 

（韓国, 台湾, 中国, インドネシア, タイ） 

ブ :million color,ﾎﾙﾑﾊﾟｯｸﾝ  

進 :韓国, 米国, 中国, タイ, インド, フィリピン,  

インドネシア 

 

0066 株式会社安藤七宝店 名古屋本店 
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-27-17  

TEL : 052-251-1371   FAX : 052-871-7758 

URL : http://www.ando-shippo.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 32人(18人) 

設立年 : 1880年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :七宝製品 

出 :七宝製品（欧州, 米国） 

 

0067 株式会社アンレット名古屋営業所 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 5丁目 11-23  

TEL : 052-339-3121   FAX : 052-339-2850 

URL : http:/www.anlet.co.jp 

資本金 : 7,300万円   従業員数 : 250人(100人) 

設立年 : 1944年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 商工組合中央金庫 

製 :ルーツブロワー, ドライ式真空ポンプ 

出 :ルーツブロワー, ドライ式真空ポンプ（中国, タイ,  

インドネシア, ベトナム, フィリピン, 米国, 欧州） 

 

0068 株式会社飯島産業 
〒467-0812 名古屋市瑞穂区薩摩町 1-26  

TEL : 052-853-2561   FAX : 052-841-9417 

URL : http://www.iijima-f.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 96人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

          りそな銀行赤門通支店 

製 :ユニフォーム 

入 :衣類（中国） 

進 :中国 

 

0069 飯田軽金株式会社 
〒460-0012 名古屋市中区千代田 4-8-11  

TEL : 052-331-1931   FAX : 052-332-2563 

URL : http:/www.iidakeikin.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

卸 :非鉄金属, アルミニウム及びその製品,  

    銅及びその製品, 鉄鋼製品 

出 :非鉄金属製品, 非鉄金属製板, 非鉄金属製条,  

非鉄金属製棒, 非鉄金属製パイプ（韓国, 台湾, 香港） 

入 :アルミニウム板・シート（香港, 台湾） 

 

0070 飯田工業株式会社 
〒485-8655 小牧市大字村中 153  

TEL : 0568-75-5321   FAX : 0568-75-5329 

URL : http:/www.iidakg.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1936年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小牧支店  

          りそな銀行名古屋支店 

製 :木工機械, かんな盤, レーザー加工機, モルダ 

（木工用）, フィンガジョインタ（木工用）,  

パネル加工機, 産業機械, サイディング用加工機,  

木材用試験機 

出 :木工機械, かんな盤, レーザー加工機, 面取り加工機,  

モルダ（木工用）, フィンガジョインタ（木工用）,  

マイクロ波木材水分計 

（東南アジア諸国, 北米諸国, 南米諸国, 中国,  

ロシア, 韓国, 豪州, イタリア, 英国, フィリピン,  

 オランダ, デンマーク, フィンランド） 

入 :機械部品, 木工機械 

（台湾, 米国, スイス, イタリア, スウェーデン） 

ブ :IIDA  

 

0071 イイダ産業株式会社 
〒492-8446 稲沢市目比町一町割 770-1  

TEL : 0587-36-5781   FAX : 0587-36-5785 

URL : http://www.orotex.co.jp 

資本金 : 20,490万円   従業員数 : 274人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店 

製 :ウレタン系衝撃吸収材, シール材, 防音材, 制振材,  

補強材, エポキシ接着剤, ゴム系接着剤 

出 :自動車用シール材, 防音材, 補強材 

（米国, 東南アジア諸国, 韓国, 欧州） 

入 :制振材（タイ） 

ブ :OROTEX  

進 :タイ, 米国, 中国, インド, メキシコ 

 

0072 飯田商事株式会社 
〒481-0046 北名古屋市石橋白目 64  

TEL : 0568-25-8480   FAX : 0568-25-8474 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :百五銀行西春支店 名古屋銀行小田井支店

http://www.ando-jp.com/
http://www.ando-sangyo.co.jp/
http://www.ando-shippo.co.jp/
http://www.anlet.co.jp/
http://www.iijima-f.co.jp/
http://www.iidakeikin.co.jp/
http://www.iidakg.co.jp/
http://www.orotex.co.jp/
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卸 :家具, 家庭用品, ギフト用品, 花瓶（陶磁器製）,  

照明器具及び同部品, 鏡（ガラス製）, インテリア用品, 

 絵画, 装飾品（ガラス製） 

入 :家具, 花瓶（陶磁器製）, 照明器具及び同部品,  

鏡（ガラス製）, インテリア用品, 家庭用品, 

ギフト用品, 絵画, 装飾品（ガラス製） 

（中国, 台湾, 香港, タイ, イタリア, スペイン,  

米国, ドイツ, フランス, フィリピン, ルーマニア, 

ポルトガル） 

 

0073 株式会社医学生物学研究所 
〒460-0008 名古屋市中区栄 4-5-3 KDX名古屋栄ビル 10F 

TEL : 052-238-1901   FAX : 052-238-1440 

URL : http:/www.mbl.co.jp 

資本金 : 448,293万円   従業員数 : 298人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

三井住友銀行名古屋支店 

製 :モノクローナル抗体, ポリクローナル抗体, 研究用 

試薬, 診断用試薬 

出 :モノクローナル抗体, ポリクローナル抗体, 研究用 

試薬,診断用試薬 

（台湾, 韓国, フランス, 米国, スペイン, 豪州,  

イタリア, オーストリア, ドイツ,中国） 

入 :モノクローナル抗体, ポリクローナル抗体,  

サイトカイン測定試薬, 診断用試薬, 研究用試薬,  

酵素免疫測定装置 

（チェコ, 米国, 英国, オランダ, 中国） 

進 :米国, 中国 

 

0074 株式会社イケックス工業 
〒486-8567 春日井市御幸町 1丁目 3番地の 1  

TEL : 0568-33-4111   FAX : 0568-33-4124 

URL : http://www.ikex.co.jp 

資本金 : 7,000万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行勝川支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :金型, 金型関連機器, 治具 

出 :金型（中国, 韓国, タイ, 米国, メキシコ,  

インドネシア, インド） 

入 :鉄鋼製品（韓国） 

ブ :SOLCION（ｿﾙｼｵﾝ）  

進 :中国 

 

0075 有限会社石川研磨 
〒448-0006 刈谷市西境町森 108-2  

TEL : 0566-62-7751   FAX : 0566-62-7776 

URL : http:/www.ishikawa-kenma.co.jp 

資本金 : 300万円   従業員数 : 34人(31人) 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :豊田信用金庫刈谷北支店  

          碧海信用金庫東境支店 

製 :冶工具, 精密金属加工部品, 工作機械部品,  

    自動車部品, 金型部品 

 

0076 株式会社石川精工 
〒444-1223 安城市和泉町北大木 3-14  

TEL : 0566-92-4818   FAX : 0566-92-4817 

URL : http:/www.ishisei.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :名古屋銀行碧南支店 岡崎信用金庫碧南支店 

製 :電子部品, 治具, 治工具, 航空機関連機器, 医療機器, 

電子機械, 産業機械 

出 :半導体装置部品, 産業機械部品（ベトナム） 

入 :電子部品, 機械部品（ベトナム, 中国） 

進 :ベトナム 

 

0077 石田英株式会社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 3-4-26  

TEL : 052-586-3200   FAX : 052-586-3225 

URL : http:/www.ishidaei.co.jp 

資本金 : 5,825万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :中京銀行名古屋中央支店  

瀬戸信用金庫名古屋支店 

卸 :紳士服地, スーツ（紳士用） 

入 :紳士服地（イタリア, 英国, 中国, インド） 

ブ :REDA,E.THOMAS  

 

0078 石塚硝子株式会社 
〒482-8510 岩倉市川井町 1880  

TEL : 0587-37-2019   FAX : 0587-37-2961 

URL : http://www.ishizuka.co.jp 

資本金 : 591,103万円   従業員数 : 850人(460人) 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :ガラス瓶, 食卓用品（ガラス製）, ケース 

（プラスチック製）, 紙製容器, ファインセラミックス, 

 ＰＥＴボトル 

出 :食卓用品（ガラス製）, ファインセラミックス 

（韓国, 台湾, 香港, シンガポール, イラン,  

フィリピン, 米国,カナダ, 豪州, ニュージーランド,  

中国, ベトナム） 

入 :クリスタルガラス製食器, ハンドメイドガラス食器 

（ルーマニア, スロバキア, フランス, チェコ,  

ドイツ, 英国, 中国, トルコ, 香港） 

ブ :ADERIA,TSUGARU VIDRO  

進 :インドネシア, シンガポール, 米国, 中国, 香港 

 

0079 株式会社五十鈴製作所 
〒447-0003 碧南市雁道町 4-1  

TEL : 0566-48-1211   FAX : 0566-42-9100 

URL : https://iszmfg.co.jp 

資本金 : 6,873万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柴田支店  

三菱ＵＦＪ銀行熱田支店 

製 :公害防止設備, 自動車組付装置, 鋳造機,  

低圧鋳造機, 制御機器 

出：公害防止設備, 自動車組付装置, 鋳造機, 低圧鋳造機 

（中国, 韓国, 台湾, 英国, カナダ, 米国, 豪州, 

メキシコ, インド, インドネシア, ルーマニア, 

マレーシア, タイ） 

入 :機械部品（中国, 韓国, 台湾, スペイン） 

 

0080 井 関 株式会社 
〒441-8111 豊橋市江島町 29  

TEL : 0532-45-8984   FAX : 0532-48-2488 

URL : http:/www.iseki-santa.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

蒲郡信用金庫佐藤町支店 

卸 :クリスマス用品, ギフト用品 

出 :クリスマス用品（ロシア, 英国）

http://www.mbl.co.jp/
http://www.ikex.co.jp/
http://www.ishikawa-kenma.co,jp/
http://www.ishisei.co.jp/
http://www.ishidaei.co.jp/
http://www.ishizuka.co.jp/
https://iszmfg.co.jp/
http://www.iseki-santa.co.jp/
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入 :クリスマス用品, ギフト用品（香港, 中国） 

ブ :SANTA LAND  

進 :香港 

 

0081 伊勢久株式会社 
〒460-8558 名古屋市中区丸の内 3丁目 4番 15号  

TEL : 052-961-8318   FAX : 052-962-6908 

URL : http:/www.isekyu-jp.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 230人 

設立年 : 1930年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

卸 :窯業原料, 窯業機械, 薬品 

出 :窯業原料, 窯業機械, 薬品 

   （韓国, 台湾, シンガポール,タイ, マレーシア,  

    インドネシア, 欧州, 米国, バングラデシュ,  

    スリランカ, 中国, アラブ首長国連邦） 

入 :窯業原料, 窯業機械, 薬品, 試験機, 液面センサー 

（韓国, 台湾, シンガポール, タイ, 米国, イタリア, 

 英国, 中国,フランス） 

進 :タイ 

 

0082 株式会社ＩＳＯＷＡ 
〒486-0908 春日井市西屋町 66  

TEL : 0568-31-3102   FAX : 0568-31-3103 

URL : http://www.isowa.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 280人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :段ボールシート製造機械, 段ボール函製造機械 

出 :段ボールシート製造機械, 段ボール函製造機械 

（タイ,マレーシア, ドイツ, 米国, 中国, 英国,  

オランダ, 韓国, ブラジル, メキシコ, チリ,  

アラブ首長国連邦, サウジアラビア, オマーン,  

ベトナム, インドネシア, トルコ） 

入 :段ボールシート製造機械部品, 段ボール製函機械部品 

（米国, オランダ, ドイツ, 台湾, 韓国, 中国） 

ブ :ISOWA  

進 :ドイツ, 米国, 中国 

 

0083 株式会社 井 高 
〒460-0013 名古屋市中区上前津 1-6-3  

TEL : 052-321-9251   FAX : 052-339-0936 

URL : http:/www.idaka.co.jp 

資本金 : 31,326万円   従業員数 : 289人 

設立年 : 1924年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

卸 :工作機械, 切削工具, 測定機器, 治具, 空圧機器, 

 油圧機器, 環境機器 

出 :工作機械, 工作機械部品, 工具, 工場用機材 

 （米国,メキシコ, 中国, ベトナム, タイ, チェコ,  

ハンガリー, インドネシア, インド） 

進 :米国, 中国, タイ, チェコ, ハンガリー,  

インドネシア, メキシコ, ベトナム, インド 

 

0084 有限会社 一 会 
〒486-0825 春日井市中央通 1-3 カーサ中央通 202号室 

TEL : 0568-82-8886   FAX : 0568-84-7469 

資本金 : 500万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :大垣共立銀行春日井支店 愛知銀行春日井支店 

卸 :宝石、貴金属製品 

 

0085 有限会社イチカワコーポレーション 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 4-9-13  

TEL : 052-551-7101   FAX : 052-551-7108 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

出 :自動車部品（米国, 欧州, 東南アジア諸国, 中東諸国） 

入 :自動車部品（シンガポール, 欧州） 

 

0086 株式会社イチショー 
〒457-0024 名古屋市南区南野 2丁目 363  

TEL : 052-613-6771   FAX : 052-613-6770 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 19人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新瑞橋支店  

岡崎信用金庫笠寺支店 

卸 :機械, 工具・道具類, 溶材 

 

0087 一光住宅株式会社 
〒460-0025 名古屋市中区古渡町 18-8  

TEL : 052-322-0230   FAX : 052-322-0555 

URL : http:/www.icco.co.jp 

資本金 : 7,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :中京銀行本店  

製 :住宅 

入 :家具, 住宅設備機器, 建材, インテリア用品 

 （香港, ギリシア, 中国, 韓国） 

ブ :RAINBOW,ART  

 

0088 株式会社イトウアンドカンパニーリミテッド 
〒491-0831 一宮市森本 5-17-27  

TEL : 0586-71-1925   FAX : 0586-72-3054 

URL : http:/www.itoco.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋駅前支店 

卸 :ペットフード, ペット用品, 酒 

出 :ペットフード, ペット用品（韓国, 香港, 台湾, 中国） 

入 :ペットフード, ペット用品, 酒（タイ, 香港, 米国, 

中国, 欧州, ネパール, ニュージーランド） 

ブ :良品素材  

 

0089 伊藤機工株式会社 
〒476-0001 東海市南柴田町ヌノ割 412-4  

TEL : 052-689-2211   FAX : 052-689-2210 

URL : http:/www.itoh-kikoh.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1934年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

三井住友銀行上前津支店 

製 :高合金鋳物, 表面処理装置, 環境装置, 金属粒子,  

鋳物砂 

出 :高合金鋳物, 表面処理装置, 環境装置, 金属粒子 

 （インドネシア, 韓国, タイ, 中国, メキシコ, 

フィリピン, チュニジア, スペイン, 米国, ベトナム, 

インド, ハンガリー, マレーシア） 

入 :高合金鋳物, 金属粒子, 鋳物砂（中国） 

進 :中国, タイ 

 

0090 伊藤繁吉商店 
〒461-0049 名古屋市東区古出来 2-8-19  

TEL : 052-721-1151   FAX : 052-721-1155 

従業員数 : 4人

http://www.isekyu-jp.com/
http://www.isowa.co.jp/
http://www.idaka.co.jp/
http://www.icco.co.jp/
http://www.itoco.jp/
http://www.itoh-kikoh.co.jp/
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設立年 : 1913年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

小 :剣道具, 剣道着, 柔道着, なぎなた着, 日本刀,  

    居合刀 

ブ :SHIGEKICHIGO  

 

0091 株式会社伊藤商店 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-7-34  

TEL : 052-962-0777   FAX : 052-971-3564 

URL : http:/www.kirin-ito.co.jp 

資本金 : 2,950万円   従業員数 : 19人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :北國銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

製 :洋傘, 雑貨 

入 :洋傘, 雑貨（中国, カンボジア, ベトナム） 

ブ :TRANS WORLD CLUB  

 

0092 伊藤忠商事株式会社中部支社 
〒460-8664 名古屋市中区錦 1-5-11  

TEL : 052-203-2111   FAX : 052-203-2119 

URL : https://www.itochu.co.jp/ja 

資本金 : 25,344,800万円   従業員数 : 4,380人(36人) 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :みずほ銀行 

卸 :総合商社 

出 :総合商社（世界各国） 

入 :総合商社（世界各国） 

ブ :ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ,ﾄﾞｰﾙ  

進 :世界各国 

 

0093 伊藤電機株式会社 
〒461-0022 名古屋市東区東大曽根町 12番地 10号  

TEL : 052-935-1746   FAX : 052-936-6847 

URL : http://ito-elec.jp 

資本金 : 4,620万円   従業員数 : 91人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :大垣共立銀行大曽根支店 

三菱ＵＦＪ銀行大曽根支店 

小 :電子部品 

出 :開閉器（スイッチ）, 電気抵抗器, コネクター, 

ダイオード, プリント配線基板, 発光ダイオード 

（中国, インド, タイ, メキシコ） 

入 :開閉器（スイッチ）, 基板, プリント配線基板, 

発光ダイオード（中国, 韓国） 

進 :中国, タイ, インド, 香港, メキシコ, 米国 

 

0094 伊藤信産業株式会社 
〒467-0828 名古屋市瑞穂区田光町 1-10-2  

TEL : 052-871-4641   FAX : 052-871-6257 

URL : http:/www.ito-nobu.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 33人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :大垣共立銀行高辻支店  

          三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 

卸 :機械工具, 切削工具, エア工具, 電動工具, 

工具保持具, 工作機械, ＮＣ旋盤, マシニングセンター 

出 :切削工具, エア工具, 工場消耗品, 測量機器, ＦＡ・ 

メカトロニクス機器, 環境機器（中国, フィリピン, 

香港, タイ） 

進 :中国, フィリピン 

 

0095 糸 喜 株式会社 
〒491-0859 一宮市本町 1-5-3  

TEL : 0586-71-6116   FAX : 0586-71-2277 

URL : http://itokikabu.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :尾西信用金庫一宮支店 名古屋銀行一宮支店 

卸 :原糸, 繊維生地 

出 :原糸（中国, 韓国） 

入 :原糸, 繊維生地（中国, 韓国, インドネシア, インド, 

タイ, 台湾, パキスタン） 

 

0096 イトーテック株式会社 
〒484-0912 犬山市舟田 10-4  

TEL : 0568-67-5311   FAX : 0568-68-0495 

URL : http:/www.itotec.co.jp 

資本金 : 22,500万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1919年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

名古屋銀行枇杷島通支店 

製 :紙断裁機, ローダー, アンローダー 

出 :紙断裁機, ローダー, アンローダー 

（中国, タイ, インドネシア, 米国, オランダ） 

入 :紙断裁機部品（中国, 台湾） 

ブ :ROBOCUT,ITOH GUILLOTINE  

 

0097 稲熊プレス工業株式会社 
〒457-0076 名古屋市南区道全町 2-36  

TEL : 052-821-7251   FAX : 052-821-9294 

URL : http:/www.inagumapress.ecnet.jp 

資本金 : 1,600万円   従業員数 : 62人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

          百十四銀行名古屋支店 

製 :金属加工部品 

出 :自動車部品用金属材料（中国, 香港） 

入 :金属スクラップ, 金型（中国, 香港） 

進 :中国, 香港 

 

0098 稲 山 株式会社 
〒461-0001 名古屋市東区泉 1-22-24  

TEL : 052-961-9561   FAX : 052-951-0835 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

中京銀行名古屋中央支店 

製 :子供用衣類, ベビー衣料 

入 :子供用衣類, ベビー衣料（中国） 

ブ :ﾏｲ･ｵﾘｼﾞﾅﾙ  

 

0099 株式会社イノアックインターナショナル 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-13-4  

TEL : 052-561-7761   FAX : 052-561-7256 

URL : http://www.inoac.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 46人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾頭橋支店 

出 :ウレタン, プラスチック及び同製品,  

プラスチック原材料, ゴム成形品, ゴム材, 機械部品, 

金型, 自動車部 品（アジア諸国, 米国, 欧州, 豪州） 

入 :家具, 自動車部品, プラスチック原材料, ゴム原材料 

（アジア諸国, 米国, 欧州） 

ブ :INOAC,IRC  

進 :台湾, 香港 

 

http://www.kirin-ito.co.jp/
https://www.itochu.co.jp/ja
http://ito-elec.jp/
http://www.ito-nobu.co.jp/
http://itokikabu.com/
http://www.itotec.co.jp/
http://www.inagumapress.ecnet.jp/
http://www.inoac.co.jp/
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0100 井上護謨工業株式会社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南二丁目 13番 4号  

TEL : 050-3145-6019   FAX : 052-686-1395 

URL : http:/www.irc-tire.com 

資本金 : 14,520万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1926年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店 三菱ＵＦＪ銀行 

卸 :オートバイ用タイヤ, 自転車用タイヤ, 自動二輪車用 

チューブ, 自転車用チューブ 

出 :オートバイ用タイヤ, 自転車用タイヤ, 自動二輪車用 

チューブ, 自転車用チューブ（欧州, 米国, 豪州, 

アジア諸国, 中南米諸国） 

入 :オートバイ用タイヤ, 自転車用タイヤ, 自動二輪車用 

チューブ, 自転車用チューブ, 産業車両用タイヤ, 

産業車両用チューブ（台湾, タイ, ベトナム, 中国） 

ブ :IRC,IRC TIRE  

進 :韓国, タイ, インドネシア, 米国, シンガポール, 

中国, ベトナム 

 

0101 伊原電子工業株式会社 
〒486-0801 春日井市上田楽町 2077  

TEL : 0568-81-6824   FAX : 0568-81-6040 

URL : http:/www.ihara-group.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小牧支店  

          名古屋銀行春日井支店 

製 :プリント配線板, 電子機器 

出 :色差計, 分光計, 測色計（北米諸国, アジア諸国,  

     欧州） 

入 :プリント配線板（韓国, 中国, タイ） 

進 :米国, タイ 

 

0102 伊吹物産株式会社 
〒465-0025 名古屋市名東区上社 4-108  

TEL : 052-703-4741   FAX : 052-703-4877 

URL : http:/www.ibuki-craft.com 

資本金 : 2,280万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 中京銀行上社支店 

卸 :陶磁器製品, 木製品 

出 :陶磁器製品（韓国） 

入 :紅茶, 木製品, ガラス製品 

（英国, 中国, インドネシア, ドイツ） 

ブ :MEISTERHAND,ASHBYS,ESSENCE  

 

0103 株式会社今枝ラタン 
〒491-0051 一宮市今伊勢町馬寄字桑屋敷 1  

TEL : 0586-71-6134   FAX : 0586-72-9749 

URL : http://www.irrattan.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1986年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 

卸 :籐製品, 人口ラタン, 籐製椅子, 籐製装飾品 

入 :籐家具, 篭（藤製）, 籐製品, 人口ラタン 

（インドネシア） 

ブ :I.R.,IMAEDA RATTAN  

進 :インドネシア 

 

0104 株式会社イマダ 
〒441-8077 豊橋市神野新田町字カノ割 99番地  

TEL : 0532-33-3238   FAX : 0532-33-3866 

URL : http://www.forcegauge.net 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 42人 

設立年 : 1987年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 静岡銀行豊橋支店 

製 :計測器 

出 :計測器 

（米国, ドイツ, 中国, 韓国, タイ, インドネシア,  

 マレーシア, インド, フランス, スペイン, イタリア） 

入 :計測器（ドイツ, スイス） 

 

0105 猪村工業株式会社 
〒451-0061 名古屋市西区浄心 1-8-25  

TEL : 052-522-2321   FAX : 052-522-1714 

URL : http://www.rumia.com 

資本金 : 3,510万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1896年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 中京銀行浄心支店 

製 :子供用衣類, ベビー衣料, ニット外衣, 紳士用外衣,  

婦人用外衣 

ブ :Keiko Matsuzaki,ANOWILLI  

 

0106 井元産業株式会社 
〒462-0819 名古屋市北区平安二丁目 4番 68号  

TEL : 052-914-5551   FAX : 052-991-1110 

URL : http:/imotosangyo.biz 

資本金 : 7,000万円   従業員数 : 11人 

設立年 : 1897年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行熱田支店 愛知銀行大曽根支店 

卸 :陶磁器製品, 雑貨, 家具, ペット用品, ガラス製品,  

陶磁器食器 

出 :ガラス製品, 陶磁器食器, 陶磁器製品 

（シンガポール, 米国, ドイツ, 中国, 台湾） 

入 :陶磁器製品, 雑貨, ペット用品 

（中国, 香港, フィリピン, インド, タイ, ベトナム） 

進 :シンガポール 

 

0107 株式会社イワサキ 
〒488-0067 尾張旭市南原山町石原 152  

TEL : 0561-53-2445   FAX : 0561-54-5999 

URL : http://www.ip.mirai.ne.jp/~iwasaki 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾張旭支店 

製 :顔料（窯業用）, 窯業原料, 釉薬 

出 :顔料（窯業用）（東南アジア諸国） 

入 :窯業原料（中国, 台湾, 欧州） 

ブ :IWASAKI  

 

0108 岩 附 株式会社 
〒440-8526 豊橋市大村町山所 18  

TEL : 0532-53-6151   FAX : 0532-53-6158 

URL : http:/www.net-c5.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :愛知銀行豊橋支店 三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 

卸 :インテリア用品, ソフト家具 

入 :ソファー, パイプベッド, 椅子（金属製）,  

    椅子（木製）, テーブル（金属製）, テーブル（木製） 

（台湾, 中国, シンガポール, マレーシア, ベトナム） 

ブ :IW  

   【2017年度調査回答】 

 

0109 株式会社インダストリー・コーワ 
〒490-1104 あま市西今宿平割一、22番地  

TEL : 052-441-3570   FAX : 052-441-8554 

URL : http://www.inda-kowa.com

http://www.irc-tire.com/
http://www.ihara-group.com/
http://www.ibuki-craft.com/
http://www.irrattan.co.jp/
http://www.forcegauge.net/
http://www.rumia.com/
https://imotosangyo.biz/
http://www.ip.mirai.ne.jp/~iwasaki
http://www.net-c5.jp/
http://www.inda-kowa.com/
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資本金 : 1,000万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1994年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾張新川支店 

三井住友銀行名古屋支店 

製 :ブラシ, 塗装用ブラシ 

入 :ブラシ, 塗装用ブラシ（中国, 台湾） 

ブ :ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｺｰﾜ  

進 :中国 

 

0110 有限会社インターナショナルプライオリティプロジェクツ 
〒465-0037 名古屋市名東区名東本通 3-42  

TEL : 052-704-9181   FAX : 052-704-9183 

URL : http:/www.i-p-p.com 

資本金 : 400万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1998年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行石川橋支店 愛知銀行高針支店 

入 :セルロース断熱材, セルロース遮音ボード,  

人工木材デッキ, 木製フローリング,  

アルミ遮熱シート, 左官材料, 漆喰材, 防湿シート,  

気密テープ（米国, 台湾, 中国, フィンランド,  

メキシコ, スペイン, 韓国, ドイツ） 

 

0111 株式会社インターリンク 
〒486-0947 春日井市知多町 1丁目 111番地  

TEL : 0568-36-9303   FAX : 0568-36-9304 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 2005年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行勝川支店 愛知銀行勝川支店 

卸 :自動車部品, 工作機械部品, ＣＡＤプログラム 

入 :機械加工部品, 雑貨, 木製品, 衣料品 

（ベトナム, 韓国, 台湾） 

進 :ベトナム 

 

0112 株式会社ウツノ 
〒470-0162 愛知郡東郷町大字春木字白土 1-75  

TEL : 052-802-1011   FAX : 052-803-0323 

URL : http:/www.utsuno.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 190人(16人) 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 

商工組合中央金庫熱田支店 

製 :自動車部品 

進 :中国 

 

0113 株式会社生方製作所 
〒457-0828 名古屋市南区宝生町 4-30  

TEL : 052-612-3331   FAX : 052-612-3336 

URL : http:/www.ubukata.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 210人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 

商工組合中央金庫名古屋支店 

製 :電気機器部品, 継電機（リレー）, コンプレッサー用 

保護スイッチ, 感震器, 傾斜スイッチ,  

住宅用火災警報器 

出 :電気機器部品, 継電機（リレー）, コンプレッサー用 

保護スイッチ（米国, 韓国, 台湾, 中国, シンガポール, 

 マレーシア, 豪州, ＥＵ, インド, タイ, ブラジル） 

入 :ハーメチックベースプレート（台湾, 中国, 米国） 

ブ :UBUKATA,Merycon  

進 :米国, 中国 

 

0114 株式会社 馬 印 
〒454-0011 名古屋市中川区山王 3-16-27  

TEL : 052-322-2811   FAX : 052-322-3344 

URL : http:/www.uma-jirushi.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 74人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾頭橋支店 

愛知信用金庫西大須支店 

製 :黒板, チョーク, ホワイトボード, 掲示板, 案内板,  

黒板拭き 

出 :黒板, チョーク, ホワイトボード, 掲示板, 案内板,  

黒板拭き（中国） 

入 :黒板, 磁石, 石膏（韓国, 中国） 

ブ :UMA JIRUSHI  

 

0115 株式会社 英 幸 
〒485-0084 小牧市入鹿出新田中池 1230-1  

TEL : 0568-72-6564   FAX : 0568-72-8518 

URL : http://www.k-k-eiko.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :中京銀行浄心支店 三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 

製 :工作機械部品, 産業機械部品, 液晶用ロボット部品,  

食品包装機械部品 

   【2017年度調査回答】 

 

0116 永興物産株式会社 
〒491-0828 一宮市伝法寺一丁目 9番地 8  

TEL : 0586-77-4033   FAX : 0586-77-8014 

URL : http:/www.eikoubussan.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 121人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岩倉支店  

          岐阜信用金庫一宮支店 

製 :プラスチック原材料 

出 :プラスチック原材料（中国, タイ, ベトナム） 

入 :プラスチック原材料 

   （中国, タイ, インドネシア, 韓国） 

ブ :EIKOU POLYMER  

進 :中国, タイ 

 

0117 エイシアトレーディング株式会社 
〒460-0022 名古屋市中区金山 1-9-16 鉄鋼ビル 118 

TEL : 052-321-6781   FAX : 052-321-4153 

URL : http:/www.asia-trading.net 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1986年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行金山支店 北陸銀行金山橋支店 

卸 :レーザーマーキングプロジェクター, プレスマット 

出 :木工機械, ベニヤ製造機械, 合板製造機械,  

木工機械部品, レーザーマーキングプロジェクター,  

油圧機器部品, 電気機器部品, 電子部品, プラモデル, 

 玩具, 雑貨（韓国, 香港, シンガポール, タイ,  

マレーシア, インドネシア, 中国） 

入 :プレスマット, 絹織物, 雑貨, 鋳物製品, 建築資材,  

 土木資材, 鉱物, 金属加工製品, ベビー用肌着 

 （インドネシア, 英国, 中国, ドイツ, スペイン,  

米国） 

 

0118 有限会社英昌ワールド 
〒470-2301 知多郡武豊町字壱町田 90-323  

TEL : 0569-73-6156   FAX : 0569-73-6159 

URL : http:/www.eisho-world.com 

資本金 : 300万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 知多信用金庫

http://www.i-p-p.com/
http://www.utsuno.jp/
http://www.ubukata.co.jp/
http://www.uma-jirushi.co.jp/
http://www.k-k-eiko.co.jp/
http://www.eikoubussan.jp/
http://www.asia-trading.net/
http://www.eisho-world.com/
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卸 :中古農業用機械, 農業用機械部品 

出 :中古農業用機械（マレーシア, ベトナム, タイ,  

ベルギー, エジプト, ロシア, スペイン, ウクライナ,  

ポーランド, ジョージア, 英国, ドイツ, フランス, 

 リトアニア, ハンガリー, バングラデシュ） 

入 :トラクター用シート, トラクター用タイヤ,  

農業用機械部品（韓国, 中国, タイ） 

 

0119 栄四郎瓦株式会社 
〒447-8512 碧南市白沢町 1-38  

TEL : 0566-41-5111   FAX : 0566-48-2416 

URL : http:/www.eishiro.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 180人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :岡崎信用金庫新川支店  

          三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 

製 :瓦 

出 :釉薬瓦, いぶし瓦, 窯変瓦 

（台湾, シンガポール, 中国, 米国, フィリピン, 香港） 

ブ :栄四郎瓦,EISHIRO  

 

0120 ＨＲＳ貿易有限会社 
〒467-0866 名古屋市瑞穂区宝田町 2-4-15  

TEL : 052-881-8820   FAX : 052-871-8488 

URL : http:/www.zbk-konishi.jp 

資本金 : 800万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :愛知銀行堀田支店 三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 

卸 :箸・割箸（木製）, 妻楊子, 箸・割箸（竹製）, 竹串, 

 箸袋, 紙ナプキン, ホテル用品, 割箸包装機,  

割箸製造機械 

出 :箸・割箸（木製）, 箸・割箸（竹製）, 妻楊子,  

紙コップ, ホテル用品, 割箸包装機, 割箸製造機械 

（米国, 中国, 東南アジア諸国, 欧州, ブラジル） 

入 :箸・割箸（木製）, 箸・割箸（竹製）, 妻楊子,  

竹串, 箸袋, ホテル用品, 紙コップ, 木舟（中国） 

ブ :Z.B.K.  

 

0121 エイベックス株式会社 
〒467-0853 名古屋市瑞穂区内浜町 26番 3号  

TEL : 052-811-1171   FAX : 052-811-1175 

URL : http:/www.avex-inc.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 385人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行内田橋支店 愛知銀行堀田支店 

製 :自動車部品 

出 :自動車部品 

 

0122 株式会社エクシード 
〒453-0015 名古屋市中村区椿町 17-16 丸元ビル 5F 

TEL : 052-446-5196   FAX : 052-446-5197 

URL : http:/www.xceed.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 2013年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

卸 :バリ取り機, ガーネットサンド 

出 :バリ取り機（インド） 

入 :ガーネットサンド（インド） 

ブ :ﾊﾞﾘ取ﾘ機 XTG-70DTD  

 

0123 株式会社エクシング 
〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町 3番 8号  

TEL : 052-857-1934   FAX : 052-825-1903 

URL : http:/www.xing.co.jp 

資本金 : 712,264万円   従業員数 : 1,200人 

設立年 : 1992年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店 

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

卸 :業務用通信カラオケ機器 

出 :カラオケ周辺機器（中国, 韓国, 東南アジア諸国,  

米国, ニュージーランド, インド） 

入 :通信カラオケ用コントローラー（中国） 

ブ :JOYSOUND,BMB  

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0124 株式会社ＳＫＲ 
〒490-1444 海部郡飛島村木場 2-72  

TEL : 0567-55-3353   FAX : 0567-55-1022 

URL : http:/www.sanken-material.co.jp 

資本金 : 800万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 2006年 

取引銀行 :名古屋銀行港支店 愛知銀行笠寺支店 

卸 :プラスチック屑・スクラップ, 古紙, 環境機器,  

プラスチック粒 

出 :プラスチック屑・スクラップ, 古紙, ＰＥＴチップ 

（中国, 香港, 韓国, 台湾, マレーシア, ベトナム,  

タイ） 

入 :プレス機, 粉砕機（台湾, 中国） 

ブ :SKR  

進 :中国 

 

0125 株式会社エス・ティー・アイプロダクト 
〒460-0013 名古屋市中区上前津 1-7-8  

TEL : 052-331-2270   FAX : 052-331-2583 

URL : http:/www.stiproduct.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

大垣共立銀行尾頭橋支店 

卸 :油圧機器, 油圧機器部品, 工作機械, 自動車部品,  

油圧システム 

出 :油圧機器, 油圧機器部品, 工作機械, 自動車部品,  

油圧システム（米国, ドイツ, フランス, 豪州, 中国, 

トルコ, 台湾, インド, タイ） 

入 :油圧機器, 精密油圧サーボバルブ, 油圧機器部品,  

油圧モーター, 工作機械 

 （米国, 台湾, 韓国, 中国, 英国, インド） 

 

0126 株式会社ＳＰＦ 
〒467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通 5-1  

TEL : 052-871-4121   FAX : 052-872-1397 

URL : http:/www.spf.co.jp 

資本金 : 8,500万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :愛知銀行 蒲郡信用金庫 

製 :熱交換装置, 電気鍍金用電極, 真空蒸発濃縮装置,  

ヒーター（電気式）, アノードバスケット,  

鍍金液冷却装置, 化学プロセス用塔槽類 

出 :熱交換装置, 電気鍍金用電極, 真空蒸発濃縮装置,  

ヒーター（電気式）, アノードバスケット,  

鍍金液冷却装置, 化学プロセス用塔槽類（米国, 台湾, 

韓国, オランダ, シンガポール, タイ, 中国,  

インドネシア, インド, マレーシア, ベトナム） 

入 :金属材料（米国, 欧州, 中国, 韓国） 

ブ :SUN-Z-R,SPF  

進 :台湾, 米国, オランダ, 中国, ベトナム, タイ 

http://www.eishiro.co.jp/
http://www.zbk-konishi.jp/
http://www.avex-inc.co.jp/
http://www.xceed.co.jp/
http://www.xing.co.jp/
http://www.sanken-material.co.jp/
http://www.stiproduct.com/
http://www.spf.co.jp/
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0127 エナジーサポート株式会社 
〒484-8505 犬山市字上小針 1番地  

TEL : 03-3251-2692   FAX : 03-3251-2693 

URL : http://www.energys.co.jp 

資本金 : 519,700万円   従業員数 : 391人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :分析機器, ガス分析計, 電気機器 

 

0128 株式会社エヌケーパーツ工業 
〒463-0089 名古屋市守山区西川原町 38番地  

TEL : 052-794-8775   FAX : 052-794-8777 

URL : http:/www.nk-parts.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 31人(14人) 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :愛知銀行守山支店 岐阜信用金庫守山支店 

製 :鍵, ディスプレイ部品, ハンドル, 金物,  

パチンコ関連機器・部品 

入 :鍵, ディスプレイ部品, ハンドル（中国, 台湾） 

ブ :ｷｰﾎﾟｽﾄ,ﾊﾟﾝﾁ穴式ｶｰﾄﾞ錠  

 

0129 ＮＧＫキルンテック株式会社 
〒467-8530 名古屋市瑞穂区須田町 2-56  

TEL : 052-872-8793   FAX : 052-872-7723 

URL : http:/www.ngkkiln-tech.com 

資本金 : 8,500万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業本部  

製 :窯業炉, 耐火物, 不定形耐火物 

出 :窯業炉（中国, タイ, インドネシア, ベトナム） 

入 :窯業炉, 炉部品（中国, タイ, ドイツ） 

 

0130 エヌティーツール株式会社 
〒444-1386 高浜市芳川町 1-7-10  

TEL : 0566-54-0101   FAX : 0566-54-0111 

URL : http:/www.nttool.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 230人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行高浜支店  

          岡崎信用金庫高浜支店 

製 :ツールホルダー, 治具用ブシュ, クランプ治具,  

ツールプリセッター, 専用機用ホルダー 

出 :ツールホルダー, ツールプリセッター,  

専用機用ホルダー（米国, 韓国, 台湾, シンガポール, 

 香港, タイ, インドネシア, マレーシア, インド, 

 豪州, ドイツ, ブラジル, フィリピン,  

ニュージーランド, 中国, ベトナム, メキシコ） 

入 :ツールホルダー（ドイツ, タイ） 

ブ :ﾊｲﾄﾞﾛﾁｬｯｸｵﾒｶﾞ,ｲｰｼﾞｽｴﾌﾟﾘｾｯﾀ  

進 :タイ, ドイツ, 米国, 中国, インドネシア, メキシコ 

 

0131 株式会社エフエスケー 
〒460-0026 名古屋市中区伊勢山 2-4-1  

TEL : 052-322-5166   FAX : 052-331-5036 

URL : http:/www.fsk-j.co.jp 

資本金 : 7,200万円   従業員数 : 169人 

設立年 : 1940年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行知多支店 

製 :軸付砥石, 砥石, 切断砥石, ダイヤモンド砥石,  

ＣＢＮ砥石, 工具研削盤 

出 :軸付砥石, 砥石, 切断砥石, ダイヤモンド砥石,  

ＣＢＮ砥石, 工具研削盤（台湾, 香港, 韓国,  

シンガポール, タイ, インドネシア, 英国, フランス, 

カナダ, 米国, 豪州, インド, 中国, マレーシア） 

入 :砥石, 砥材（イタリア, タイ） 

ブ :FSK,ﾋﾞﾄﾎﾞﾗ  

進 :タイ 

   【2017年度調査回答】 

 

0132 エフシーテック株式会社 
〒462-0037 名古屋市北区志賀町 2丁目 38番地  

TEL : 052-991-7311   FAX : 052-915-7358 

URL : http:/www.fctec.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 53人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行黒川支店 愛知銀行大曽根支店 

卸 :自動車部品, 電気機器部品, エレベーター部品,  

工業用ファスナー 

出 :自動車部品, 電気機器部品, エレベーター部品,  

工業用ファスナー 

（中国, タイ, インドネシア, フィリピン, インド,  

メキシコ, 韓国, アラブ首長国連邦） 

入 :自動車部品, 電気機器部品, エレベーター部品,  

工業用ファスナー（中国, タイ, 台湾） 

進 :中国, タイ, インドネシア, フィリピン 

 

0133 株式会社ＦＴＳ 
〒471-8510 豊田市鴻ノ巣町 2-26  

TEL : 0565-29-2443   FAX : 0565-29-1899 

URL : http:/www.fts-com.co.jp 

資本金 : 300,000万円   従業員数 : 1,612人 

設立年 : 1942年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

製 :自動車部品, 鋼板加工品 

進 :タイ, インドネシア, 米国 

 

0134 エムエス工業株式会社 
〒444-0504 西尾市吉良町友国道ケ圦 132-263  

TEL : 0563-35-3777   FAX : 0563-35-3780 

URL : http://ms-ind.jp 

資本金 : 6,500万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :日本政策金融公庫岡崎支店 

岡崎信用金庫西尾支店 

製 :工具, 機械部品 

出 :ドリルチャック（中国, 米国） 

入 :ドリルチャックキー（台湾） 

 

0135 株式会社エム・オー・シー 
〒462-0843 名古屋市北区田幡 1-7-8  

TEL : 052-981-0336   FAX : 052-981-0325 

URL : http:/www.moc-ltd.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :百五銀行黒川支店 大垣共立銀行黒川支店 

製 :電子機器 

出 :プリアンプ（米国） 

 

0136 有限会社エム・ジーカンパニー 
〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-2-1 イノフィスビル 4F 

TEL : 052-262-9351   FAX : 052-262-9353 

URL : http://guitar-harp.com 

資本金 : 700万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店 

出 :ギター, ハープ（米国, ドイツ, デンマーク, 英国,  

豪州, ニュージーランド, 台湾, シンガポール） 

入 :クラッシックギター, フラメンコギター, リュート,  

http://www.energys.co.jp/
http://www.nk-parts.co.jp/
http://www.ngkkiln-tech.com/
http://www.nttool.com/
http://www.fsk-j.co.jp/
http://www.fctec.co.jp/
http://www.fts-com.co.jp/
http://ms-ind.jp/
http://www.moc-ltd.co.jp/
http://guitar-harp.com/
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民族楽器（米国, ドイツ, スペイン, 

 英国, イタリア, メキシコ） 

 

0137 株式会社エムラ販売 
〒464-0086 名古屋市千種区萱場 1-7-18  

TEL : 052-711-0566   FAX : 052-711-0686 

URL : http:/www.emura.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 57人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行今池支店 

三井住友銀行名古屋支店 

卸 :野菜切さい機, 野菜皮剥き機, 洗浄機, 脱水機 

出 :野菜切さい機（中国, 韓国, 台湾, タイ,  

    インドネシア, ドイツ, ニュージーランド, ベトナム,  

    マレーシア, シンガポール, インド, イタリア, 香港,  

    スペイン, 米国, カナダ, ミャンマー, ラオス, 豪州） 

入 :野菜切さい機, 野菜皮剥き機, 洗浄機, 脱水機 

（ベルギー, ドイツ, オランダ） 

ブ :SEVEN CHEFS  

 

0138 株式会社エムワイ暁営業所 
〒489-0071 瀬戸市暁町 3-121  

TEL : 0561-48-8484   FAX : 0561-48-8486 

URL : http:/www.emuwai.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 2000年 

取引銀行 :愛知銀行瀬戸支店 瀬戸信用金庫水野支店 

卸 :自動車部品用金型, 金型部品 

出 :金型用材料, 金型部品（中国, 韓国） 

入 :自動車部品用金型, 金型部品, 金型用材料 

  （中国, 韓国） 

進 :中国, 韓国 

 

0139 株式会社エルツ・インターナショナル 
〒461-0003 名古屋市東区筒井 2-10-41 EIC2F 

TEL : 052-933-2688   FAX : 052-933-2687 

URL : http://www.elts-itl.com 

資本金 : 1,100万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行栄町支店 十六銀行大須支店 

卸 :履物, 靴, スニーカー, ミュージアムＧＯＯＤ’ｓ,  

雑貨 

出 :靴, 雑貨（台湾, 韓国, シンガポール） 

入 :履物, 靴, スニーカー, ミュージアムＧＯＯＤ’ｓ,  

鞄類, 雑貨（中国, 香港, 英国, 米国, シンガポール, 

 韓国, アラブ首長国連邦, 欧州） 

ブ :Ponic & Co.,Joy Walker Plus  

   【2017年度調査回答】 

 

0140 エルテック株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-18-5 白川第六ビル 

TEL : 052-201-7308   FAX : 052-232-2870 

URL : http:/www.elltec.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1984年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

みずほ銀行名古屋支店 

製 :輸血液加温器, 経管・経腸栄養剤加温器 

出 :輸血液加温器, 経管・経腸栄養剤加温器 

（アジア諸国, 欧州, 米国, 中南米諸国, 中東諸国, 

 アフリカ諸国, ロシア） 

ブ :ANIMEC,FLEXWARMER  

 

 

0141 オーエスジー株式会社 
〒442-8543 豊川市本野ケ原三丁目 22番地  

TEL : 0533-82-1118   FAX : 0533-82-1136 

URL : http://www.osg.co.jp 

資本金 : 104,400万円   従業員数 : 1,677人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊川支店 みずほ銀行豊橋支店 

製 :切削工具, 測定器, 転造工具 

出 :切削工具, 測定器, 転造工具 

（北米諸国, 欧州, 東南アジア諸国, 韓国, 台湾,  

北欧諸国, 中東諸国, 中国, 豪州, 南アフリカ共和国） 

入 :切削工具, 工作機械, 高速度工具鋼 

（ドイツ, 米国, 台湾, ブラジル, 韓国） 

ブ :OSG  

進 :米国, 台湾, 韓国, ブラジル, シンガポール,  

メキシコ, 英国, ベルギー, フランス, オランダ,  

デンマーク, フィリピン, マレーシア, タイ, 中国,  

ドイツ, スペイン, イタリア, インド, ベトナム,  

インドネシア, トルコ 

 

0142 大岡技研株式会社 
〒473-0933 豊田市高岡町秋葉山 1-1  

TEL : 0565-52-3441   FAX : 0565-52-2907 

URL : http:/www.o-oka.co.jp 

資本金 : 9,800万円   従業員数 : 820人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊田南支店 

岡崎信用金庫高岡支店 

製 :精密鍛造歯車, 熱間鍛造品, 金属切削品 

出 :精密鍛造歯車 

（米国, オーストリア, ドイツ, ブラジル, フランス, 

スウェーデン, スペイン, 中国, イタリア, インド,  

韓国, ハンガリー, チェコ, ルーマニア,  

アルゼンチン, メキシコ） 

進 :ドイツ, 米国, 中国 

 

0143 オオサキメディカル株式会社 
〒452-0812 名古屋市西区玉池町 203番地  

TEL : 052-501-2167   FAX : 052-509-0265 

URL : http://www.osakimedical.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 450人 

設立年 : 1936年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

製 :衛生材料, 医療機器, 出産用パッド, 母乳パッド,  

清浄綿, 介護用品 

出 :出産用パッド, 母乳パッド, 清浄綿, マタニティウエア,  

介護用品（中国, 台湾, 韓国） 

入 :衛生材料, 母乳パッド, 清浄綿, 出産用パッド 

（中国, インドネシア, 韓国） 

ブ :dacco,PLUS HEART  

進 :インドネシア, 中国 

 

0144 株式会社太田廣 
〒454-0056 名古屋市中川区十一番町 2丁目 6番地  

TEL : 052-661-6161   FAX : 052-661-6567 

URL : http:/www.ootahiro.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 175人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 

卸 :コンベア用ベルト, 樹脂成形品, ゴム製品,  

工業用ホース 

出 :工業用ゴム製品, 工業用ホース（中国） 

入 :ゴム成形品, 金属製品（中国） 

進 :中国

http://www.emura.co.jp/
http://www.emuwai.com/
http://www.elts-itl.com/
http://www.elltec.co.jp/
http://www.osg.co.jp/
http://www.o-oka.co.jp/
http://www.osakimedical.co.jp/
http://www.ootahiro.co.jp/
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0145 株式会社大橋新治商店 
〒496-0912 愛西市東保町宗十 33  

TEL : 0567-23-6300   FAX : 0567-23-6301 

URL : https://lifecreator.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 2001年 

取引銀行 :百五銀行中村支店 

三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

卸 :篭・枝条細工物, 篭（竹製）, 篭（藤製） 

入 :篭・枝条細工物, 篭（竹製）, 篭（藤製） 

（中国, ベトナム, インド） 

ブ :てづくり  

 

0146 大林精工株式会社 
〒442-0068 豊川市諏訪 4-295  

TEL : 0533-86-4210   FAX : 0533-86-4237 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人(1人) 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :岡崎信用金庫豊川支店 名古屋銀行豊川支店 

製 :金型, プレス部品 

出 :中古工作機械, 板金プレス材料（ベトナム） 

入 :金属プレス加工部品（ベトナム） 

進 :ベトナム 

 

0147 大見工業株式会社 
〒446-0019 安城市新明町 27-7  

TEL : 0566-75-8117   FAX : 0566-72-3101 

URL : http:/www.omikogyo.co.jp 

資本金 : 7,500万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行安城支店  

          碧海信用金庫安城本店 

製 :木工用機械刃物, ホールカッター,  

    金属加工用機械刃物 

出 :ホールカッター, 金属加工用機械刃物 

（台湾, 香港, シンガポール, 韓国, インドネシア,  

 マレーシア, タイ, 東南アジア諸国, ドイツ, 中国） 

入 :包装資材, 金属加工製品（中国, タイ, インドネシア） 

ブ :OMI  

進 :中国 

 

0148 株式会社オカザキテクノグラス 
〒444-2134 岡崎市大樹寺 2丁目 16-3  

TEL : 0564-26-5450   FAX : 0564-26-5451 

URL : http://www.okazakitechnoglass.co.jp 

資本金 : 350万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 2003年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店  

          名古屋銀行大樹寺支店 

製 :一眼レフカメラ用フィルターガラス, 光学用ガラス 

基板, 光学レンズ, 計量・計測器用ガラス 

出 :光学用板ガラス（マレーシア） 

入 :計量・計測器用ガラス（中国） 

 

0149 株式会社岡島パイプ製作所 
〒477-0031 東海市大田町上浜田 58  

TEL : 0562-33-2135   FAX : 0562-33-2138 

URL : http:/www.okajima-pipe.co.jp 

資本金 : 24,000万円   従業員数 : 126人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店 

三菱ＵＦＪ銀行東海支店 

製 :機械構造用鋼管 

出 :機械構造用鋼管（米国, 韓国, インド, メキシコ） 

ブ :BRITENTUBE  

進 :タイ, インドネシア 

 

0150 岡谷鋼機株式会社 
〒460-8666 名古屋市中区栄 2-4-18  

TEL : 052-204-8111   FAX : 052-204-8381 

URL : http:/www.okaya.co.jp 

資本金 : 912,809万円   従業員数 : 673人 

設立年 : 1937年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 

卸 :鉄鋼, 特殊鋼, 非鉄金属, 配管資材, 住宅設備機器,  

化成品, 機械, 電気機器, 建築資材, 食料品 

出 :鉄鋼, 特殊鋼, 非鉄金属, 機械, 配管資材, 化成品,  

電気機器部品, 電子部品 

（中国, 台湾, 香港, タイ, 米国, フィリピン, 豪州,  

シンガポール, ドイツ, インド） 

入 :水産物, 非鉄金属, 鉄鉱石, 機械, 電気機器, 化成品,  

建材（中国, 香港, カナダ, 米国, 豪州, 台湾,  

 フィリピン, タイ, インドネシア, インド） 

進 :中国, 台湾, 香港, シンガポール, タイ, ドイツ,  

カナダ, 米国, 豪州, 韓国, フィリピン,  

インドネシア, インド, アラブ首長国連邦 

 

0151 株式会社オークス 
〒474-0003 大府市神田町 6-69  

TEL : 0562-44-0576   FAX : 0562-44-0623 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1997年 

取引銀行 :愛知銀行大府支店 あいち知多農協神田支店 

卸 :墓石, 建築用石材 

入 :石材, 石材製品（中国） 

 

0152 オークマ株式会社 
〒480-0193 丹羽郡大口町下小口 5-25-1  

TEL : 0587-95-7825   FAX : 0587-95-6074 

URL : http:/www.okuma.co.jp 

資本金 : 1,800,000万円   従業員数 : 2,248人 

設立年 : 1898年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

三井住友銀行名古屋支店 

製 :ＮＣ工作機械, ＮＣ装置, ＦＡ製品 

出 :ＮＣ工作機械, ＮＣ装置, ＦＡ製品 

（韓国, 台湾, 豪州, シンガポール, ドイツ, フランス,  

イタリア, ロシア, 米国, 中国, タイ, マレーシア,  

インドネシア, フィリピン, ニュージーランド, 英国,  

トルコ, 南米諸国, インド, 世界各国） 

入 :機械部品（中国, タイ, 韓国, 台湾） 

ブ :OKUMA  

進 :シンガポール, ドイツ, 米国, 豪州, 台湾, タイ,  

中国, ブラジル, インドネシア, ニュージーランド,  

韓国, インド, ロシア, ベトナム 

 

0153 小倉産業株式会社 
〒456-0053 名古屋市熱田区一番一丁目 3番 19号  

TEL : 052-682-1285   FAX : 052-681-3596 

URL : http://www.ogura-sg.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行六番町支店 

瀬戸信用金庫日比野支店 

卸 :工業用ゴム製品, 自動車用ゴム製品,  

工業用プラスチック製品, 自動車用プラスチック部品, 

産業機械用ゴム製品 

出 :ゴム材（中国）

https://lifecreator.co.jp/
http://www.omikogyo.co.jp/
http://www.okazakitechnoglass.co.jp/
http://www.okajima-pipe.co.jp/
http://www.okaya.co.jp/
http://www.okuma.co.jp/
http://www.ogura-sg.co.jp/
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入 :ゴム成形品, プラスチック製品, 特殊タイヤ,  

特殊チューブ, ゴムクローラー（中国） 

 

0154 株式会社オークラ羽布 
〒496-0833 津島市常盤町 2-4  

TEL : 0567-25-1141   FAX : 0567-25-1638 

URL : http:/www.ohkura-b.co.jp 

資本金 : 1,250万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1945年 

取引銀行 :岐阜信用金庫名古屋支店 

いちい信用金庫津島営業部 

製 :ペーパーホイール, 研磨ベルト, 不織布ホイール,  

コットンバフ, サイザルバフ, エメリーバフ,  

コンパウンド 

出 :バフ, ペーパーホイール, 研磨製品, 研磨剤 

（インドネシア, マレーシア, タイ, 中国, 台湾） 

ブ :OHKURA  

   【2017年度調査回答】 

 

0155 株式会社オークローンマーケティング 
〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-13-3  

TEL : 03-5539-2414   FAX : 03-3501-5324 

URL : http:/www.oaklawn.co.jp 

資本金 : 146,753万円   従業員数 : 663人 

設立年 : 1993年 

小 :家庭用電気機器, 健康機器, 寝具, 雑貨 

入 :家庭用電気機器, 健康機器, 寝具, 雑貨 

（中国, 米国, 韓国, 台湾） 

ブ :ｼｮｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ  

 

0156 有限会社オーケイ機工 
〒463-0084 名古屋市守山区西城 2-8-7  

TEL : 052-795-1278   FAX : 052-794-4568 

資本金 : 300万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫川村支店 

卸 :工作機械, 特注部品 

入 :特注部品（韓国, 中国, 台湾） 

 

0157 小澤紡績株式会社 
〒491-0931 一宮市大和町馬引字乾出 17  

TEL : 0586-45-8101   FAX : 0586-46-2100 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :尾西信用金庫本店  

製 :セーター 

入 :ウールセーター, 綿セーター, シルク衣料品,  

袋物（繊維）（中国） 

進 :中国 

 

0158 株式会社オーシャントレーディング 
〒491-0142 一宮市浅井町河田字葉栗野 39  

TEL : 0586-51-2901   FAX : 0586-51-2985 

URL : http:/www.otc1973.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店  

          大垣共立銀行浅井支店 

出 :中古バス, 中古トラック, 中古フォークリフト,  

中古自動車, 中古エンジン, 中古自動車部品 

（ボリビア, ペルー, チリ, スリランカ, ケニア,  

タンザニア, マレーシア, 豪州, シンガポール,  

 アラブ首長国連邦, バングラデシュ, トンガ,  

 モーリシャス, ウガンダ, ニュージーランド,  

 パプア・ニューギニア, アイルランド, グレナダ） 

 

0159 落合ヘルド株式会社 
〒485-0012 小牧市小牧原新田字鷹ノ橋 608  

TEL : 0568-77-4101   FAX : 0568-75-2110 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 22人 

設立年 : 1918年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小牧支店  

         大垣共立銀行小牧支店 

製 :フラットヘルド, ワイヤーヘルド, ドロッパー,  

フィルタープレス 

出 :フラットヘルド, ワイヤーヘルド, ドロッパー 

（東南アジア諸国） 

ブ :ﾀｶ,ﾀﾞｲｱ  

 

0160 オックス貿易株式会社 
〒460-0021 名古屋市中区平和 2-2-2  

TEL : 052-331-4381   FAX : 052-331-4385 

URL : http://www.oxjap.co.jp/shop 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店 北陸銀行金山橋支店 

卸 :スポーツ用品, フィットネス用品, 雑貨 

出 :自転車, 自転車用部品 

（アジア諸国, 中東諸国, 欧州, 北米諸国, 南米諸国,  

太洋州諸国） 

入 :スポーツ用品, フィットネス用品, 雑貨 

（台湾, 米国, 中国） 

進 :台湾 

 

0161 株式会社オートワールド 
〒455-0032 名古屋市港区入船 2-3-4  

TEL : 052-659-4700   FAX : 052-659-4701 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人(14人) 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店  

          中京銀行惟信支店 

卸 :携帯電話機, ＩＰ電話機, プリペイドカード 

出 :自動車, 中古自動車, 中古エンジン, 自動車部品,  

中古自動車部品（スリランカ, アラブ首長国連邦,  

バングラデシュ, 英国, 南アフリカ共和国, ナミビア,  

ウガンダ, グレナダ, ボツワナ, シンガポール） 

入 :宝石、貴金属製品, アクセサリー, 電話機, ＩＰ電機, 

プリペイドカード（韓国, スリランカ, 中国, インド） 

進 :アフリカ諸国, スリランカ, シンガポール,  

マレーシア, フィリピン 

   【2017年度調査回答】 

 

0162 オネストン株式会社 
〒468-0055 名古屋市天白区池場 3丁目 501―2  

TEL : 052-803-5811   FAX : 052-804-0192 

URL : http://www.honeston.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行八事支店 

みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :プレス金型部品, 設備部品, 治工具 

出 :プレス金型部品, 設備部品, 治工具（米国） 

入 :プレス金型部品, 金型関連機器（中国, 台湾, 韓国） 

進 :米国 

 

0163 オバナヤ・セメンテックス株式会社 
〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町 1-48  

TEL : 052-851-9361   FAX : 052-851-9450 

URL : http:/www.o-cc.com

http://www.ohkura-b.co.jp/
http://www.oaklawn.co.jp/
http://www.otc1973.com/
http://www.oxjap.co.jp/shop
http://www.honeston.co.jp/
http://www.o-cc.com/
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資本金 : 7,000万円   従業員数 : 56人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行八事支店  

          名古屋銀行新端橋支店 

製 :炭酸カルシウム, 建築資材, 家畜用飼料,  

家畜飼料用添加剤 

入 :家畜飼料用添加剤, 家畜用飼料（米国, 英国） 

ブ :CEMENTEX  

 

0164 オハラ樹脂工業株式会社 
〒457-0841 名古屋市南区豊田 5-17-10  

TEL : 052-692-2115   FAX : 052-692-2150 

URL : http:/www.ohara-jk.com 

資本金 : 4,700万円   従業員数 : 216人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :名古屋銀行東郊通支店 

製 :自動車用樹脂部品 

出 :樹脂材料, 金具（ベトナム） 

入 :自動車用樹脂部品（ベトナム） 

進 :ベトナム 

 

0165 株式会社オプコ 
〒462-0056 名古屋市北区中丸町 2-35  

TEL : 052-991-4551   FAX : 052-915-3511 

URL : http:/www.opuco.co.jp 

資本金 : 3,200万円   従業員数 : 65人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :名古屋銀行黒川支店 中小企業金融公庫 

製 :自動車用樹脂部品, 金型, 治具, 工業用樹脂製品 

進 :インドネシア 

   【2017年度調査回答】 

 

0166 株式会社オプトン 
〒489-8645 瀬戸市暁町 3-24  

TEL : 0561-48-3382   FAX : 0561-48-4141 

URL : http:/opton.co.jp 

資本金 : 9,900万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 愛知銀行瀬戸支店 

製 :パイプベンディングマシン, 非接触三次元測定機器,  

パイプ切断機, 端末加工機械, ハイドロフォーマー,  

ＤＤＶサーボポンプ, 数値制御装置 

出 :パイプベンディングマシン, 非接触三次元測定機器,  

パイプ切断機, 端末加工機械, ハイドロフォーマー,  

ＤＤＶサーボポンプ（米国, ドイツ, 英国, 中国, 台湾, 

 豪州, マレーシア, タイ, インドネシア, フィリピン, 

 インド, パキスタン, カナダ, フランス, ブラジル,  

ニュージーランド, 韓国） 

ブ :OPTON,MiiC  

進 :米国, ドイツ, メキシコ, タイ 

 

0167 株式会社オムニツダ 
〒460-0011 名古屋市中区大須 4-9-21  

TEL : 052-242-4111   FAX : 052-242-4110 

URL : http://www.omni-tsuda.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

卸 :製材品, 建材 

出 :製材品（中国, インドネシア） 

入 :製材品, 建材 

（中国, 北米諸国, インドネシア, 欧州, 豪州） 

 

 

0168 オムロンアミューズメント株式会社 
〒491-0201 一宮市奥町字野越 46番地  

TEL : 0586-62-7211   FAX : 0586-62-7288 

URL : http:/www.omron-amusement.jp 

資本金 : 30,000万円   従業員数 : 280人 

設立年 : 2004年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 

製 :パチンコ関連機器・部品, アミューズメント設備機器 

入 :パチンコ関連機器・部品（中国） 

ブ :OMRON  

 

0169 オリオン・ラドセーフメディカル㈱ 
〒460-0008 名古屋市中区栄 5-8-24  

TEL : 052-261-0706   FAX : 052-261-0798 

URL : http:/www.orrad.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 80人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三井住友銀行難波支店 名古屋銀行葵支店 

製 :Ｘ線フィルム観察器, Ｘ線撮影台, ブラックライト,  

赤外線灯, 放射線診断・治療機器, 医療機器,  

＋ＲＩ施設安全取扱用機器及び消耗品 

入 :Ｘ線フィルムマーク, 医療診断用機器（米国） 

 

0170 オリザ油化株式会社 
〒493-8001 一宮市北方町北方沼田 1  

TEL : 0586-86-5141   FAX : 0586-86-6191 

URL : http://www.oryza.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1942年 

取引銀行 :大垣共立銀行笠松支店  

          三菱ＵＦＪ銀行尾西支店 

製 :トコトリエノール, オリザギャバ, オリザセラミド,  

ライチ種子エキス, ルテイン, 黒米エキス,  

生コーヒー豆エキス, 玄米胚芽油, フェルラ酸,  

フキエキス, ユズ種子エキス, カカオエキス,  

キウイ種子エキス, 赤生姜エキス, アスタキサンチン,  

ニラ種子エキス, イチゴ種子エキス, オリザポリアミン,  

カンカエキス, 菊の花エキス, 黒ショウガエキス,  

コスメハーベストシリーズ, コプリーノエキス,  

桜の花エキス, ジュンサイエキス, 白キクラゲ多糖体,  

ツバメの巣エキス, フコキサンチン, ポリアミン,  

マキベリーエキス, 紫茶エキス, リンゴンベリーエキス,  

レスベラトロール 

出 :γーオリザノール, トコトリエノール, オリザギャバ,  

オリザセラミド, シソの実エキス, 月見草エキス,  

    ライチ種子エキス, 黒米エキス, 生コーヒー豆エキス,  

フキエキス, 温州みかんエキス, ユズ種子エキス,  

    カカオエキス, キウイ種子エキス, 赤生姜エキス,  

    アスタキサンチン, ニラ種子エキス, フェルラ酸,  

    コスメハーベストシリーズ, ツバメの巣エキス,  

    紫茶エキス, 桜の花エキス 

（米国, 欧州, 韓国, 中国, タイ, マレーシア,  

インドネシア, 台湾, 豪州, ニュージーランド,  

ブラジル, ベトナム, フィリピン, ロシア, 北欧諸国） 

入 :米ぬか油, シソの種子, 月見草種子, ライチ種子,  

コーヒー豆, ブロッコリー種子, キウイ種子, 赤生姜, 

 ニラ種子, くるみ, 苺種子, 黒生姜, マキベリー,  

リンゴンベリー, 白キクラゲ, カンカ, シーベリー,  

紫茶, ツバメの巣, アグアヘ（タイ, ベトナム, 中国,  

豪州, インドネシア, 米国, インド, イタリア,  

フィンランド, ケニア, ドイツ, ペルー） 

ブ :ORYZA,Maqui Bright  

進 :マレーシア, タイ 

 

http://www.ohara-jk.com/
http://www.opuco.co.jp/
http://opton.co.jp/
http://www.omni-tsuda.co.jp/
http://www.omron-amusement.jp/
http://www.orrad.co.jp/
http://www.oryza.co.jp/
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0171 カゴメ株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 3-14-15  

TEL : 03-5623-8511   FAX : 03-5623-2338 

URL : http:/www.kagome.co.jp 

資本金 : 1,998,500万円   従業員数 : 2,349人 

設立年 : 1899年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

みずほ銀行名古屋支店 

製 :飲料, 野菜ジュース, トマトジュース, 乳酸菌飲料,  

大豆飲料, フルーツジュース, 茶, 調味料,  

トマトケチャップ, トマトソース, パスタソース,  

トマト（生鮮） 

入 :トマトペースト, トマト缶詰, 果汁ピューレ,  

野菜ピューレ（米国, 中国, トルコ, イタリア, 豪州,  

南米諸国, スペイン, ポルトガル） 

ブ :野菜生活,ｶｺﾞﾒﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ  

進 :台湾, 米国, 中国, イタリア, 豪州, インド 

 

0172 株式会社 柏 圭 名古屋支店 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-1-1 日土地名古屋ビル 14F 

TEL : 052-204-1180   FAX : 052-204-0660 

URL : http://www.kashikey.co.jp 

資本金 : 8,800万円   従業員数 : 163人(60人) 

設立年 : 2011年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

みずほ銀行名古屋支店 

卸 :宝石、貴金属製品 

出 :宝石、貴金属製品（タイ, 香港, ベルギー, カナダ,  

中国, 台湾, 豪州, シンガポール） 

入 :宝石、貴金属製品（ベルギー, イスラエル, インド,  

タイ, 香港, ドイツ, 豪州） 

ブ :KASHIKEYBROWNDIAMOND  

進 :インド, 香港 

 

0173 鹿島貿易株式会社 
〒460-0011 名古屋市中区大須 2丁目 9-33  

TEL : 052-202-0090   FAX : 052-202-0095 

資本金 : 300万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 2001年 

取引銀行 :十六銀行大曽根支店 愛知銀行本店営業部 

卸 :陶器, お茶缶, 鉄瓶, 茶 

出 :陶器, お茶缶, 鉄瓶, 茶 

（英国, フランス, 米国, 豪州） 

 

0174 華 潤 株式会社 
〒462-0021 名古屋市北区成願寺 2-3-45  

TEL : 052-325-7102   FAX : 052-325-7103 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 14人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

          みずほ銀行名古屋支店 

入 :タオル, タオルケット, 毛布, 寝具, ベッドシーツ w,  

手袋（繊維）, 作業服, ソックス, 繊維生地, 羽毛原料, 

 馬毛, 豚の獣毛, 山羊の毛, ブラシ, 毛筆, 半紙,  

書道用品（中国, 香港, 韓国, ベトナム） 

 

0175 春日井製菓株式会社 
〒451-0062 名古屋市西区花の木 1-3-14  

TEL : 03-5846-8408   FAX : 03-5846-5201 

URL : http://www.kasugai.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 450人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 

農林中央金庫名古屋支店 

製 :キャンディ, 豆菓子, グミキャンディ 

出 :キャンディ, グミキャンディ, 豆菓子（米国, ブラジル,  

韓国, 台湾, 中国, フィリピン, タイ, マレーシア,  

ベトナム, シンガポール, スイス, 豪州, ドイツ,  

フランス, 英国, オランダ, スウェーデン, カナダ,  

ロシア, イスラエル, 香港, デンマーク） 

ブ :わさびｸﾞﾘｰﾝ豆,G ｸﾞﾐ 100 ｸﾞﾚｰﾌﾟ  

 

0176 化成工業株式会社 
〒474-0011 大府市横根町坊主山 1-64  

TEL : 0562-44-2869   FAX : 0562-48-2571 

URL : http:/www.kaseikogyo.com 

資本金 : 2,400万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :愛知銀行刈谷支店 三菱ＵＦＪ銀行刈谷支店 

製 :自動車用ゴム製品, 土木用ゴム製品, 建材用ゴム製品 

出 :自動車用ゴム製品 

（韓国, 米国, インドネシア, タイ, フィリピン） 

入 :自動車用ゴム製品, コンテナ用ガスケット, パッキン 

（韓国, マレーシア, 中国, フィリピン） 

進 :中国, タイ 

 

0177 株式会社カテックス 
〒460-8331 名古屋市中区上前津 1-3-3  

TEL : 052-331-1454   FAX : 052-331-5470 

URL : http://katecs.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 160人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

三井住友銀行上前津支店 

卸 :工業用樹脂製品, 工業用ゴム製品, 建設資材 

出 :工業用樹脂製品, 工業用ゴム製品, 建設資材 

（香港, 台湾, ベトナム, 中国, シンガポール, タイ,  

インドネシア, フィリピン, 韓国） 

入 :工業用樹脂製品, 工業用ゴム製品, 建設資材 

（ベトナム, 台湾, 香港, イタリア, ドイツ, 韓国,  

中国, マレーシア, タイ, インドネシア, フィリピン） 

ブ :ｱﾛﾏﾌﾞﾘｰｽﾞ  

進 :シンガポール, ベトナム, 香港, 中国, インドネシア,  

フィリピン 

 

0178 加藤謙鉄工株式会社 
〒447-0854 碧南市須磨町 5番地 5  

TEL : 0566-41-0676   FAX : 0566-48-2766 

URL : http://www.e-ktk.co.jp 

資本金 : 2,400万円   従業員数 : 82人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 

日本政策金融公庫岡崎支店 

製 :専用機, 治工具 

 

0179 株式会社加藤商事 
〒453-0045 名古屋市中村区藤江町 2-23-1  

TEL : 052-461-4531   FAX : 052-482-4721 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

名古屋銀行本店営業部 

卸 :菓子, 水産加工食品, 食料品 

出 :菓子, 水産加工食品, 食料品 

（台湾, 香港, シンガポール, インドネシア,  

マレーシア, 中国, 韓国, ロシア, タイ, ミャンマー）

http://www.kagome.co.jp/
http://www.kashikey.co.jp/
http://www.kasugai.co.jp/
http://www.kaseikogyo.com/
http://katecs.co.jp/
http://www.e-ktk.co.jp/
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入 :菓子, その他の調製食料品, 清涼飲料（マレーシア） 

 

0180 株式会社加藤製作所 
〒442-0005 豊川市本野ヶ原 3丁目 75番地 

TEL : 0533-86-4558   FAX : 0533-89-1023 

URL : http://www.toyokawa-katou.co.jp 

資本金 : 1,800万円   従業員数 : 113人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊川支店  

          蒲郡信用金庫豊川支店 

製 :自動車部品, プレス金型 

出 :プレス金型（中国） 

進 :中国 

 

0181 株式会社加藤製作所 
〒452-0942 清須市清洲 1668  

TEL : 052-400-7231   FAX : 052-409-0451 

URL : http:/www.katovalvefittings.jp 

資本金 : 6,500万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾張新川支店 

商工組合中央金庫名古屋支店 

製 :水道用減圧弁, 逃し弁, 管用継手（青銅製）, 給水栓 

出 :青銅合金インゴット, 鋳造用副資材（中国, ベトナム） 

入 :水道用減圧弁, 逃し弁, 管用継手（青銅製）, 給水栓 

（中国, ベトナム） 

進 :中国, ベトナム 

 

0182 金山化成株式会社 
〒445-0816 西尾市宮町 260番地  

TEL : 0563-56-2211   FAX : 0563-56-6974 

URL : http:/www.kk-g.co.jp 

資本金 : 9,511万円   従業員数 : 245人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行西尾支店 西尾信用金庫本店 

製 :発泡ポリスチレン成形品, 発泡ポリプロピレン成形品, 

発泡ポリエチレン成形品, 断熱建材, 自動車用化成品, 

 農業資材, 土木資材, 包装資材,  

自動車内装用プラスチック部品,  

家電製品用プラスチック部品 

ブ :SK ﾌｫｰﾑ,SK ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ W  

進 :タイ 

 

0183 カネキ水産株式会社 
〒443-0194 蒲郡市形原町港町 155  

TEL : 0533-57-4161   FAX : 0533-57-1027 

URL : http://www.kaneki-suisan.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 54人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行蒲郡支店  

          蒲郡信用金庫形原支店 

製 :冷凍水産物 

出 :ほたて貝（中国） 

入 :海老（冷凍）, いか, アサリ, たこ, 貝柱, 鰯（調整済） 

（中国, ベトナム, ミャンマー, バングラデシュ,  

インド, インドネシア, タイ, カンボジア） 

ブ :ｶﾈｷ  

進 :中国 

 

0184 兼工業株式会社 
〒485-0802 小牧市大草 2036番地  

TEL : 0568-79-2476   FAX : 0568-79-6422 

URL : http:/www.kanevalve.com 

資本金 : 9,200万円   従業員数 : 145人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :名古屋銀行春日井支店 

三菱ＵＦＪ銀行春日井支店 

製 :散水機（農・園芸用）, ＮＣインシュレーター切断機,  

超音波洗浄機, メーターユニット, 水道用制御弁,  

建築用制御弁 

出 :水道用制御弁, 建築用制御弁 

（シンガポール, インドネシア, 台湾, 中国, 香港,  

ベトナム, マレーシア, アラブ首長国連邦, インド,  

米国, カナダ, 英国, デンマーク, フィンランド） 

ブ :KANE,KKK  

進 :シンガポール, 台湾, 中国 

 

0185 金伴繊維株式会社 
〒440-0086 豊橋市下地町字宮前 48  

TEL : 0532-54-1348   FAX : 0532-53-3688 

URL : http://kaneban.com 

資本金 : 1,056万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 みずほ銀行豊橋支店 

製 :シルク衣料品 

入 :シルク衣料品（中国） 

ブ :KANEBAN  

 

0186 兼 房 株式会社 
〒480-0192 丹羽郡大口町中小口 1-1  

TEL : 0587-95-7221   FAX : 0587-95-7226 

URL : http:/www.kanefusa.net 

資本金 : 214,250万円   従業員数 : 708人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店 

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :機械用刃物, 鋸 

出 :機械用刃物, 鋸（台湾, タイ, 米国, ドイツ,  

 マレーシア, インドネシア, シンガポール, オランダ,  

 スウェーデン, カナダ, ニュージーランド, 豪州,  

 フィンランド, スイス, 英国, ブラジル, チリ, 韓国,  

 インド, 中国, ロシア, メキシコ, ペルー,  

 アルゼンチン, エクアドル） 

入 :機械部品, 機械用刃物, 鋸, 鉄鋼材 

（スウェーデン, スイス, ドイツ, 中国, インドネシア,  

マレーシア, 台湾） 

ブ :KANEFUSA  

進 :インドネシア, オランダ, 米国, ベトナム, 中国,  

インド, ブラジル, メキシコ 

 

0187 株式会社カネミヤ 
〒475-0807 半田市八軒町 128  

TEL : 0569-23-2871   FAX : 0569-23-2872 

URL : http:/www.kanemiy.co.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 14人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行半田支店 

日本政策金融公庫熱田支店 

製 :環境機器 

出 :環境機器（米国） 

ブ :Bun-Sen,Reプラスター  

 

0188 株式会社加納 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-2-31 ニュープラスビル 3F 

TEL : 052-221-6699   FAX : 052-221-6102 

資本金 : 451万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店

http://www.toyokawa-katou.co.jp/
http://www.katovalvefittings.jp/
http://www.kk-g.co.jp/
http://www.kaneki-suisan.com/
http://www.kanevalve.com/
http://kaneban.com/
http://www.kanefusa.net/
http://www.kanemiy.co.jp/
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卸 :発泡スチロール原料 

入 :発泡スチロール原料（韓国, 台湾, 中国） 

 

0189 株式会社 神 清 
〒475-0807 半田市八軒町 28番地  

TEL : 0569-22-4711   FAX : 0569-22-9367 

URL : http:/www.kamisei.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :碧海信用金庫高浜支店  

          三菱ＵＦＪ銀行高浜支店 

製 :瓦 

出 :瓦（米国, 台湾, 中国, 欧州, 中東諸国） 

入 :瓦（中国） 

進 :中国 

 

0190 神谷醸造食品株式会社 
〒473-0933 豊田市高岡町巾着 2  

TEL : 0565-51-1311   FAX : 0565-51-1312 

URL : http:/www.kamiya-jozo.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行知立支店 

製 :調味料, ソース, トマトケチャップ, フルーツゼリー, 

 味噌 

出 :（フィリピン, 台湾） 

ブ :ｶﾐﾔ,KAMIYA  

進 :中国 

 

0191 加茂精工株式会社 
〒470-0424 豊田市御作町亀割 1166  

TEL : 0565-76-0021   FAX : 0565-76-0023 

URL : http:/www.kamo.co.jp 

資本金 : 8,500万円   従業員数 : 71人 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊田支店  

          瀬戸信用金庫藤岡支店 

製 :精密減速機, 精密割出装置, 精密歯車 

出 :精密減速機, 精密歯車, 精密割出装置 

（米国, 韓国, 台湾, 中国, 欧州, 東南アジア諸国） 

入 :金属半加工素材, 機械部品（中国, 韓国） 

ブ :KAMO,KAMO SEIKO  

進 :韓国, 中国, 米国 

 

0192 カロライン株式会社 
〒454-0805 名古屋市中川区舟戸町 4-19  

TEL : 052-362-6611   FAX : 052-363-1233 

URL : http:/www.caroline-corp.co.jp 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :岡崎信用金庫柳橋支店 中京銀行八熊支店 

卸 :アスレチックウエア, ウィンドブレーカー,  

スキースーツ, Ｔシャツ, ショートパンツ,  

スノーボードウエア, カジュアルウエア（紳士用）,  

カジュアルウエア（婦人用） 

入 :アスレチックウエア, ウィンドブレーカー,  

スキースーツ, スノーボードウエア, ショートパンツ, 

Ｔシャツ, カジュアルウエア（紳士用）,  

カジュアルウエア（婦人用） 

（中国, 韓国, 米国, バングラデシュ, ミャンマー,  

ベトナム, インド） 

ブ :WELTREKORDER,CCL,BUNDESWEAR  

   【2017年度調査回答】 

 

0193 カワシマ株式会社 
〒453-0056 名古屋市中村区砂田町 1-5  

TEL : 052-411-2131   FAX : 052-411-2166 

URL : http:/www.kawashima-kk.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行中村公園前支店 

製 :自動車内装用プラスチック部品, 高性能特殊フィルム 

出 :自動車内装用プラスチック部品（タイ） 

入 :自動車内装用プラスチック部品（タイ） 

進 :タイ 

 

0194 川村硝子工芸株式会社 
〒465-0011 名古屋市名東区山の手一丁目 213番地  

TEL : 052-771-1111   FAX : 052-771-0522 

URL : http://www.kawamura-glass.jp/index.html 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行今池支店 中京銀行上社支店 

製 :強化ガラス蓋, 食卓用品（ガラス製）,  

ガラス製内装建材, ガラスタイル,  

工作機械用安全ガラス, 鉄道車両用ガラス 

出 :強化ガラス蓋, 食卓用品（ガラス製）,  

ガラスタイル（米国, 欧州, 東南アジア諸国, 中国） 

入 :板ガラス加工品 

（ベトナム, 中国, イタリア, フランス, ドイツ） 

ブ :FINELOOK,GemGlass  

進 :ベトナム, 台湾, 中国 

 

0195 河村電器産業株式会社 
〒489-8611 瀬戸市暁町 3-86  

TEL : 0561-86-8172   FAX : 0561-86-8195 

URL : http://www.kawamura.co.jp 

資本金 : 180,340万円   従業員数 : 1,857人 

設立年 : 1919年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋支店  

製 :分電盤, ブレーカー（遮断器）, 高圧受電設備,  

電気機器用ボックス, ラック 

出 :分電盤, ブレーカー（遮断器）, タイムスイッチ,  

カバースイッチ, 光電スイッチ（タイ, フィリピン,  

サウジアラビア, アラブ首長国連邦, カタール,  

台湾, 中国, ドミニカ共和国, 韓国） 

入 :分電盤部品, ブレーカー（遮断器） 

（台湾, 中国, 韓国, タイ, ベトナム） 

ブ :Kawamura  

進 :中国, タイ, ベトナム 

 

0196 株式会社川本製作所 
〒460-8650 名古屋市中区大須 4-11-39  

TEL : 052-251-7171   FAX : 052-241-6151 

URL : http:/www.kawamoto.co.jp 

資本金 : 33,000万円   従業員数 : 793人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :ウォーターポンプ, うず巻ポンプ, タービンポンプ,  

排水ポンプ, カスケードポンプ, オイルポンプ,  

自動給水ポンプユニット, 消火ポンプ 

出 :ウォーターポンプ, うず巻ポンプ, タービンポンプ,  

排水ポンプ, カスケードポンプ, オイルポンプ,  

自動給水ポンプユニット, 消火ポンプ（タイ, 中国） 

入 :ポンプ部品（中国, 台湾, タイ） 

ブ :KAWAMOTO  

進 :中国, タイ

http://www.kamisei.co.jp/
http://www.kamiya-jozo.co.jp/
http://www.kamo.co.jp/
http://www.caroline-corp.co.jp/
http://www.kawashima-kk.co.jp/
http://www.kawamura-glass.jp/index.html
http://www.kawamura.co.jp/
http://www.kawamoto.co.jp/
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0197 甘強酒造株式会社 
〒497-0040 海部郡蟹江町城 4-1  

TEL : 0567-95-3131   FAX : 0567-95-3141 

URL : http:/www.kankyo-shuzo.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 28人 

設立年 : 1935年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行蟹江支店 十六銀行蟹江支店 

製 :日本酒（清酒及び濁酒）, 味淋, 梅酒, 焼酎 

出 :味淋, 日本酒（清酒）, リキュール 

（台湾, 中国, 米国, ＥＵ） 

入 :味淋, 日本酒（清酒）（中国） 

ブ :KANKYO,SHITENNO  

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0198 神田エンタープライズ商会 
〒465-0011 名古屋市名東区山の手 3-1605  

TEL : 052-775-8166   FAX : 052-775-0568 

資本金 : 500万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :みずほ銀行 第三銀行猪子石支店 

出 :陶磁器製品, ガラス製品, プラスチック及び同製品,  

金属製品（豪州, 韓国, 台湾, ニュージーランド） 

入 :陶磁器製品, ガラス製品, 宝石箱（木製）,  

靴べら（プラスチック製）（豪州, 韓国, 台湾） 

進 :韓国 

 

0199 神田養蜂場 
〒496-0937 愛西市宮地町前田面 3  

TEL : 0567-28-0708   FAX : 0567-25-8662 

従業員数 : 6人 

設立年 : 1887年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行津島支店 

製 :蜂蜜, 蜜蝋, 種蜂（生体） 

入 :蜂蜜（アルゼンチン, 中国, メキシコ） 

ブ :KANDA  

 

0200 株式会社神戸商会 
〒461-0001 名古屋市東区泉 1-11-4  

TEL : 052-971-2828   FAX : 052-971-1058 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

卸 :鉛丹, 鉛白, リサージ（一酸化鉛）, 亜鉛華,  

酸化コバルト, 耐火窯業製品 

出 :耐火物（マレーシア） 

入 :酸化コバルト（ベルギー） 

 

0201 菊水化学工業株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2丁目 19番 25号 

日本生命広小路ビル 

TEL : 052-300-2222   FAX : 052-300-1234 

URL : http://www.kikusui-chem.co.jp 

資本金 : 197,235万円   従業員数 : 421人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

名古屋銀行本店営業部 

製 :塗料（ペイント）, タイル用接着剤 

出 :塗料（ペイント）, タイル用接着剤 

（韓国, 中国, 香港, シンガポール, 台湾, マレーシア, 

 ミャンマー） 

ブ :ﾅﾉﾍﾟｲﾝﾄ,ｹﾂﾛﾅｲﾝ  

進 :中国, 香港, 台湾 

0202 キクタニミュージック株式会社 
〒488-0054 尾張旭市稲葉町 2-120-1  

TEL : 0561-53-3007   FAX : 0561-53-1741 

URL : http:/www.kikutani.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1928年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾張旭支店 愛知銀行三郷支店 

卸 :楽器 

出 :楽器, 楽器部品, 楽器付属品 

（豪州, メキシコ, タイ, シンガポール） 

入 :楽器, 楽器付属品, 音響製品 

（米国, 台湾, 中国, 韓国, ドイツ, コートジボアール,  

イタリア, メキシコ, インドネシア） 

ブ :KIKUTANI,MAHALO  

 

0203 木曽興業株式会社 
〒460-8411 名古屋市中区栄 1-7-23  

TEL : 052-221-8131   FAX : 052-212-4082 

URL : http://www.kisoind.co.jp 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 64人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

卸 :化学工業薬品, 合成樹脂, 食品原料, 土木資材,  

建築資材, 産業機材 

出 :界面活性剤, ベントナイト, アクリル樹脂 

（米国, ポーランド, メキシコ, 中国, ベルギー） 

入 :オリーブ油（スペイン） 

ブ :ﾌｫｯｸ,ｴｺｶﾞｰﾀﾞｰ  

 

0204 北川工業株式会社 
〒492-8446 稲沢市目比町東折戸 695-1  

TEL : 0587-34-3561   FAX : 0587-34-3178 

URL : https:/www.kitagawa-ind.com 

資本金 : 277,000万円   従業員数 : 249人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :プラスチック製精密部品, 電子部品 

出 :プラスチック製精密部品, 電子部品 

（ドイツ, 台湾, 米国, シンガポール, 香港, 中国,  

タイ） 

入 :プラスチック製精密部品, 電子部品 

（米国, ドイツ, 台湾, 中国, タイ） 

進 :ドイツ, シンガポール, 台湾, 米国, 香港, 中国,  

    タイ 

   【2017年度調査回答】 

 

0205 株式会社Ｋｉｔａｍｕｒａ Ｊａｐａｎ 
〒481-0038 北名古屋市徳重小崎 16-2  

TEL : 0568-23-0213   FAX : 0568-23-0785 

URL : http:/www.kabu-kitamura.com 

資本金 : 100万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 2007年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

          百五銀行西春支店 

製 :枕, 寝具 

出 :枕, 寝具（シンガポール, マレーシア, 香港, 中国,  

台湾, 韓国, 米国） 

ブ :まくらのｷﾀﾑﾗ,KITAMURA MAKURA  

進 :米国 

 

0206 株式会社喜多村 
〒470-0162 愛知郡東郷町春木字白土 1-242  

TEL : 052-803-5151   FAX : 052-803-5190 

URL : http:/www.kitamuraltd.jp

http://www.kankyo-shuzo.co.jp/
http://www.kikusui-chem.co.jp/
http://www.kikutani.co.jp/
http://www.kisoind.co.jp/
https://www.kitagawa-ind.com/
http://www.kabu-kitamura.com/
http://www.kitamuraltd.jp/
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資本金 : 1,000万円   従業員数 : 170人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行平針支店 名古屋銀行平針支店 

製 :フッ素樹脂潤滑用添加剤 

出 :フッ素樹脂潤滑用添加剤 

（中国, 韓国, オランダ, 台湾, 米国, ドイツ, インド） 

入 :フッ素樹脂スクラップ（韓国, 台湾, ドイツ） 

ブ :KT ｼﾘｰｽﾞ,KTL ｼﾘｰｽﾞ  

 

0207 キッシーズ株式会社 
〒451-0042 名古屋市西区那古野 2-7-17  

TEL : 052-563-4681   FAX : 052-563-4684 

URL : http:/www.kishis.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 51人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

みずほ銀行名古屋中央支店 

卸 :玩具, 風船, 雑貨, パーティー用品 

出 :玩具, 風船, 雑貨, パーティー用品 

（台湾, 香港, 中国, シンガポール, マレーシア, タイ, 

 韓国, インドネシア） 

入 :玩具, 風船, 風船用器材, パーティー用品 

（米国, カナダ, スイス, 台湾, 香港, 中国, 韓国,  

マレーシア, ベトナム, スウェーデン, フランス） 

 

0208 株式会社鬼頭精器製作所 
〒473-0904 豊田市中町中根 50  

TEL : 0565-52-3757   FAX : 0565-52-8567 

URL : http:/www.kitouseiki.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :碧海信用金庫高岡支店  

          岡崎信用金庫豊田南支店 

製 :工作機械部品 

入 :工作機械部品（中国） 

 

0209 木下製網株式会社 
〒444-0703 西尾市西幡豆町播摩門内 1  

TEL : 0563-62-3111   FAX : 0563-62-3150 

URL : http//www.muketsu.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 85人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行西尾支店  

          岡崎信用金庫幡豆支店 

製 :漁網, 陸上用ネット, スポーツ用ネット 

出 :漁網, 糸 

（チリ, 台湾, ペルー, ブラジル, 豪州, トルコ,  

カナダ, メキシコ） 

入 :糸, 網（韓国, 台湾） 

ブ :FLYING FISH,K-GRID  

 

0210 キムラ漬物株式会社 
〒441-3612 田原市高木町上野段下 15番地  

TEL : 0531-32-1211   FAX : 0531-32-0600 

URL : http:/tsukemono.jp 

資本金 : 2,250万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 蒲郡信用金庫 

製 :漬物 

出 :漬物 

（北米諸国, 台湾, タイ, ＥＵ, ブラジル, イスラエル,  

インドネシア, ベトナム） 

入 :大根（乾燥）, 胡瓜（塩蔵）（中国） 

ブ :キムラ漬物  

0211 木村刃物製造株式会社 
〒467-8581 名古屋市瑞穂区塩入町 15-13  

TEL : 052-811-3161   FAX : 052-811-3167 

URL : http:/www.kimura-knife.co.jp 

資本金 : 300万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1911年 

取引銀行 :名古屋銀行堀田支店  

卸 :機械用刃物 

出 :機械用刃物 

   （東南アジア諸国, 米国, 韓国, 欧州, 台湾） 

入 :機械用刃物（中国, 台湾, ドイツ） 

ブ :天下一,SAMURAI  

進 :インドネシア, 中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0212 株式会社キャラック 
〒447-0056 碧南市千福町 1-28  

TEL : 0566-41-0920   FAX : 0566-42-1197 

URL : http:/www.charack.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行碧南支店  

          岡崎信用金庫新川支店 

卸 :インテリア用品, エクステリア用品 

出 :花瓶（陶磁器製）, 鉢（陶磁器製）, 生花 

（台湾, オランダ） 

入 :インテリア用品, 園芸資材, 花瓶（陶磁器製）,  

鉢（陶磁器製）（中国, タイ, ベトナム, 台湾） 

 

0213 株式会社共栄社 
〒442-8530 豊川市美幸町 1-26  

TEL : 0533-84-1227   FAX : 0533-89-3623 

URL : http:/www.baroness.co.jp 

資本金 : 30,000万円   従業員数 : 260人 

設立年 : 1918年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊川支店 みずほ銀行豊橋支店 

製 :芝刈機, 草刈機 

出 :芝刈機, 草刈機 

（米国, 英国, 中国, 韓国, 豪州, フィリピン, ドイツ） 

入 :草刈機（中国, 米国） 

ブ :BARONESS,FIELDWOODS  

進 :米国, 英国, 中国 

 

0214 協永トレーディング株式会社 
〒444-1162 安城市小川町福地 264番地 3  

TEL : 0566-99-0737   FAX : 0566-99-6243 

URL : http:/www.kyoeitrading.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :岡崎信用金庫南安城支店 

三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

出 :中古自動車, 中古自動車部品, 中古自動二輪車,  

中古タイヤ, 中古建設機械（アフリカ諸国, 中南米諸国,  

アジア諸国, ニュージーランド） 

 

0215 協成産業株式会社 
〒470-0151 愛知郡東郷町諸輪北木戸西 48-9  

TEL : 0561-38-0007   FAX : 0561-38-7008 

URL : http:/www.kyosei-s.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :りそな銀行羽曳野支店 

大阪シティ信用金庫古市支店

http://www.kishis.co.jp/
http://www.kitouseiki.co.jp/
file:///C:/Users/miho_arakawa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/http/www.muketsu.co.jp
http://tsukemono.jp/
http://www.kimura-knife.co.jp/
http://www.charack.com/
http://www.baroness.co.jp/
http://www.kyoeitrading.com/
http://www.kyosei-s.co.jp/
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製 :自動車用内装品, 不織布, フェルト 

出 :不織布（タイ） 

入 :自動車用内装品, 不織布, フェルト（タイ） 

進 :タイ 

 

0216 協和工業株式会社 
〒474-0011 大府市横根町坊主山 1-31  

TEL : 0749-65-2951   FAX : 0749-65-2950 

URL : http:/www.kyowa-uj.com 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 149人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :西尾信用金庫大府共和支店 

製 :ステアリングジョイント, ユニバーサルジョイント,  

潤滑剤塗布装置, インタミシャフト 

出 :ステアリングジョイント, ユニバーサルジョイント,  

インタミシャフト（中国, タイ, 台湾） 

入 :ユニバーサルジョイント（中国） 

ブ :KYOWA,協和ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾞｮｲﾝﾄ  

進 :タイ, 中国 

 

0217 株式会社キョクトー 
〒470-0115 日進市折戸町中屋敷 181番地 1  

TEL : 0561-72-8811   FAX : 0561-72-8821 

URL : http:/www.kyokutoh.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行平針支店 名古屋銀行平針支店 

製 :チップドレッサー, チップ交換機, 電極,  

ノズルクリーナー, カッター 

出 :チップドレッサー, 電極, ノズルクリーナー 

（中国, 米国, 韓国, タイ, インドネシア） 

入 :カッター, チップドレッサー（中国, 韓国） 

ブ :CDK-R,KIKK  

進 :米国, 中国, 韓国, ドイツ, タイ 

 

0218 清田産業株式会社 
〒451-0044 名古屋市西区菊井 2-11-25  

TEL : 052-571-5329   FAX : 052-571-0978 

URL : http:/www.kiyota-s.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1932年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 

みずほ銀行名古屋駅前支店 

卸 :食品原料 

入 :キャラメルペースト, フリーズドライ苺, ワッフル,  

調整食料品（中国, イタリア, ベルギー, スウェーデン, 

 オランダ, フランス, 北米諸国） 

ブ :VF,ﾌﾞｲｴﾌ  

 

0219 金銀花酒造株式会社 
〒491-0051 一宮市今伊勢町馬寄山之小路 19  

TEL : 0586-73-3282   FAX : 0586-73-3257 

URL : http:/www.kinginka.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 

製 :日本酒（清酒） 

出 :日本酒（清酒）（中国, 香港） 

ブ :金銀花大吟醸,金銀花慶  

進 :中国, 香港 

 

0220 株式会社金城軒 
〒464-8710 名古屋市千種区南明町 1-10  

TEL : 052-761-2121   FAX : 052-762-8180 

URL : http://www.kinjoken.com/ 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 29人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

名古屋銀行今池支店 

卸 :イカの調整品, スルメ, 燻製魚, 佃煮, 畜産物,  

冷凍肉, 乳製品, 米菓子, チョコレート, 冷凍食品 

入 :イカの調整品, スルメ, わかめ（タイ, ベトナム,  

     韓国） 

ブ :北海道発,楽遊宴食  

 

0221 株式会社金トビ志賀 
〒443-0032 蒲郡市丸山町 4-38  

TEL : 0533-69-3111   FAX : 0533-69-3119 

URL : http:/www.kintobi.com 

資本金 : 4,792万円   従業員数 : 65人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行蒲郡支店 

蒲郡信用金庫八百富支店 

製 :小麦粉, 麺類, うどん, きしめん, ひやむぎ,  

    そうめん 

出 :乾麺, うどん, きしめん, ひやむぎ, そうめん 

（米国, 香港, 中国, インド, 台湾, シンガポール,  

マレーシア） 

ブ :金ﾄﾋﾞ  

 

0222 クサマ工業株式会社 
〒447-0054 碧南市踏分町 2-45  

TEL : 0566-42-9484   FAX : 0566-42-0229 

URL : http:/www.kusama-kogyo.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :西尾信用金庫碧南支店  

          三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 

製 :鋳物部品, 機械部品 

出 :鋳物部品 

 

0223 楠精工株式会社 
〒456-0056 名古屋市熱田区三番町 4-13  

TEL : 052-651-7138   FAX : 052-653-0020 

URL : http:/www.kusunoki-dieholder.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 43人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :岡崎信用金庫港支店  

          三菱ＵＦＪ銀行六番町支店 

製 :鍛造プレス用ダイホルダー, プレス周辺自動化装置,  

ハンマー部品, 治工具 

出 :鍛造プレス用ダイホルダー 

（韓国, インドネシア, 中国, タイ, インド） 

 

0224 株式会社国盛化学 
〒485-0085 小牧市河内屋新田 262  

TEL : 0568-77-5170   FAX : 0568-41-4041 

URL : http://www.stertec.co.jp/~kunimori 

資本金 : 9,875万円   従業員数 : 250人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :大垣共立銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :コンテナ（樹脂製）, ケーブルチェーン,  

自動車用メーター部品, 住宅設備器材,  

自動車コントロールパネル部品 

出 :樹脂材料, インキ, 自動車用メーター部品（香港,  

    中国） 

入 :ＯＡ機器筐体, 自動車用メーター部品,  

自動車コントロールパネル部品（香港, 中国）

http://www.kyowa-uj.com/
http://www.kyokutoh.com/
http://www.kiyota-s.com/
http://www.kinginka.jp/
http://www.kinjoken.com/
http://www.kintobi.com/
http://www.kusama-kogyo.com/
http://www.kusunoki-dieholder.co.jp/
http://www.stertec.co.jp/~kunimori
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ブ :ﾊﾟﾀｺﾝ,ｻｲﾙﾍﾞｱ  

進 :香港, 中国 

 

0225 株式会社久野貿易商会 
〒462-0012 名古屋市北区楠四丁目 1004  

TEL : 052-903-1091   FAX : 052-903-1093 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 21人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :大垣共立銀行味美支店  

          三菱ＵＦＪ銀行黒川支店 

出 :盆栽鉢（陶磁器製）, 盆栽用道具, 展示器具（米国） 

入 :雑貨, 家庭用品, 玩具, ぬいぐるみ, プレミアム商品,  

ギフト用品, 木製家具, ベビー衣料, 子供用衣類（中国） 

 

0226 株式会社クラタ産業 
〒444-3514 岡崎市羽栗町字平松 3番地 1  

TEL : 0564-48-1611   FAX : 0564-27-8581 

URL : http:/www.kk-kuratasangyo.co.jp 

資本金 : 8,800万円   従業員数 : 63人 

設立年 : 1937年 

取引銀行 :岡崎信用金庫本店  

製 :自動車部品 

進 :タイ 

 

0227 株式会社クリスタル 
〒454-0822 名古屋市中川区中花町 103番地  

TEL : 052-354-8282   FAX : 052-354-5643 

URL : http://www.crystalcoffee.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :名古屋銀行味美支店 いちい信用金庫中村支店 

小 :コーヒー豆 

出 :コーヒー豆（台湾） 

入 :コーヒー豆（ウガンダ, ブラジル, グァテマラ,  

タンザニア, ケニア, インドネシア, エチオピア,  

コロンビア, ラオス） 

ブ :ﾌﾞｷｽｴﾙｺﾞﾝｳｶﾞﾝﾀﾞｺｰﾋｰ  

 

0228 クリスタル産業株式会社 
〒467-0853 名古屋市瑞穂区内浜町 22-8  

TEL : 052-821-4416   FAX : 052-824-6622 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :愛知銀行堀田支店 名古屋銀行堀田支店 

製 :歩行器, 松葉杖, 杖, 四点杖, 登山用ステッキ,  

トレッキングポール, ハイキングポール 

入 :杖部品（中国, 台湾） 

ブ :CRYSTAL,CRYSCARE  

 

0229 栗本商事株式会社 
〒466-0025 名古屋市昭和区下構町 1-9 木村商会ビル 2B 

TEL : 052-852-3245   FAX : 052-852-3247 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

出 :ミシン、同部品・用品, 情報機器 

（台湾, ベトナム, カンボジア） 

入 :ミシン、同部品・用品（台湾） 

 

0230 栗山通産株式会社 
〒453-0838 名古屋市中村区向島町 3-26-5  

TEL : 052-411-1121   FAX : 052-411-1123 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫中村支店 みずほ銀行名古屋支店 

卸 :カジュアルウエア（紳士用）, カジュアルウエア 

（子供用）, 紳士服, 子供用衣類, 健康機器・用品 

入 :カジュアルウエア（婦人用）, カジュアルウエア 

（紳士用）, カジュアルウエア（子供用）, 帽子, 鞄類 

（中国, ベトナム, インドネシア, インド,  

バングラデシュ） 

ブ :DIESELL POWER,extrap, Dugong  

 

0231 有限会社グローバルトレーディング 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-17-4 ミワ第一ビル 10F 

TEL : 052-204-3436   FAX : 052-204-3586 

資本金 : 300万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1993年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

出 :中古自動車, 中古自動二輪車, 中古リフト,  

中古トラクター, 中古建設機械, 食料品, 中古ピアノ,  

中古家電製品, 中古タイヤ, 介護用機器, 健康器具,  

中古ＩＴ機器（スリランカ, ニュージーランド,  

タンザニア, ケニア, デンマーク, ミャンマー,  

ナイジェリア, ウガンダ, 台湾, ガーナ, ロシア,  

米国, インド, バングラデシュ, インドネシア） 

入 :ポロシャツ（紳士用）, ポロシャツ（婦人用）,  

Ｔシャツ, トレーニングスーツ, 建築資材, 水産物,  

貴金属, 農産物, 漢方薬 

（香港, タイ, マレーシア, インドネシア, 米国,  

ベトナム, ミャンマー, ケニア, タンザニア,  

ウガンダ, ガーナ, インド, バングラデシュ） 

進 :米国 

   【2017年度調査回答】 

 

0232 グローベン株式会社 
〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南 3998-31  

TEL : 052-829-0802   FAX : 052-829-0803 

URL : http:/www.globen.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 47人 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店 

名古屋銀行大江支店 

製 :人工木竹製品（プラスチック製） 

出 :人工木竹製品（プラスチック製）（米国, 台湾, タイ） 

入 :散水機（農・園芸用）, 噴水システム, ガーデンライト, 

 庭園家具, ガーデンプール, ガーデンオーナメント,  

 コンサバトリー, 防水シート, 雨水タンク, 物置,  

 フェンス（米国, ドイツ, 英国, 台湾, イタリア, 韓国,  

中国, 豪州, ギリシア, スペイン, フランス） 

ブ :GLOBEN  

進 :タイ 

 

0233 ケイ・ジー・ワイ工業株式会社 
〒466-0057 名古屋市昭和区高辻町 10-11  

TEL : 052-881-2373   FAX : 052-872-1266 

URL : http:/www.k-g-y.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 33人 

設立年 : 1945年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 愛知銀行 

製 :建築金物, 精密プレス品 

入 :棚受金具, 郵便受（ドイツ, 英国, ベトナム, 中国） 

ブ :KGY  

 

0234 ＫＴＸ株式会社 
〒483-8111 江南市安良町地蔵 51  

 

http://www.kk-kuratasangyo.co.jp/
http://www.crystalcoffee.jp/
http://www.globen.co.jp/
http://www.k-g-y.co.jp/
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TEL : 0587-95-5231   FAX : 0587-95-5233 

URL : http://www.ktx.co.jp 

資本金 : 9,390万円   従業員数 : 190人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :岐阜信用金庫東江南支店 

三菱ＵＦＪ銀行江南支店 

製 :プラスチック成形用電鋳金型, 自動車用内装品 

出 :プラスチック成形用電鋳金型,  

    プラスチック成形用金型（米国, 韓国, 中国, 英国,  

    タイ, インド, メキシコ, スペイン, トルコ） 

ブ :ﾎﾟｰﾗｽ電鋳,Porous Nickel  

進 :韓国, 米国, タイ, 中国 

 

0235 株式会社ケイユニフォームサービス 
〒480-0200 西春日井郡豊山町豊場八坂 107  

TEL : 052-902-6533   FAX : 052-903-5501 

URL : http://k-uniform.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行守山支店  

          大垣共立銀行守山支店 

製 :衣料品 

入 :衣料品（中国） 

進 :中国 

 

0236 株式会社ゲイン 
〒464-0074 名古屋市千種区仲田 2-8-3  

TEL : 052-732-8311   FAX : 052-732-8313 

資本金 : 300万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岩倉支店 愛知銀行今池支店 

卸 :ヤングカジュアルウェア, 服飾小物 

入 :衣類, 雑貨, 帽子（米国, 中国） 

ブ :BANDWAGON,sosfromTexas  

 

0237 有限会社ケーティーシー 
〒454-0996 名古屋市中川区伏屋 5-110  

TEL : 052-302-8113   FAX : 052-302-8114 

資本金 : 300万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1993年 

取引銀行 :愛知銀行富田支店  

出 :中古タイヤ, 再生タイヤ, 再生プラスチック 

（北米諸国, 中米諸国, アフリカ諸国） 

 

0238 玄々化学工業株式会社 
〒496-0005 津島市神守町字中ノ折 74  

TEL : 0567-28-9207   FAX : 0567-28-9219 

URL : http:/www.gen2.co.jp 

資本金 : 9,500万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1937年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

みずほ銀行名古屋駅前支店 

製 :ポリエステル樹脂塗料, ポリウレタン樹脂塗料,  

ラッカー, 着色料, 塗装機械, 塗料原料, 紫外線硬化 

塗料, 水性塗料, 自然塗料 

出 :ポリエステル樹脂塗料, ポリウレタン樹脂塗料,  

ラッカー, 着色料, 塗装機械, 塗料原料, 紫外線硬化 

塗料（台湾, タイ, マレーシア, 韓国, 中国, 北朝鮮, 

 インドネシア, シンガポール, モンゴル） 

入 :木材保護用塗料, 塗料原料, 自然塗料 

（ベルギー, 東南アジア諸国, 北欧諸国, ドイツ） 

ブ :GEN GEN, SADOLIN,AURO, ELF  

進 :台湾, タイ, マレーシア, 中国 

 

0239 建設ゴム株式会社 
〒466-0027 名古屋市昭和区阿由知通 4-18-4  

TEL : 052-851-7211   FAX : 052-851-7219 

URL : http:/www.kengom.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 291人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支社 

みずほ銀行名古屋中央法人部 

卸 :自動車用ゴム部品, 自動車用プラスチック部品,  

事務機器用プラスチック部品, 事務機器用ゴム部品,  

家電製品用プラスチック部品, 家電製品用ゴム部品 

出 :ゴム材, プラスチック原材料, 金型 

   （タイ, 香港, 中国） 

入 :ゴム成形品, 樹脂成形品, 金属加工製品 

（台湾, 香港, タイ, 中国） 

進 :香港, タイ, 中国 

 

0240 小浅商事株式会社 
〒450-8585 名古屋市中村区名駅 5-1-7  

TEL : 052-563-5811   FAX : 052-586-4027 

URL : http:/www.koasa.co.jp 

資本金 : 24,000万円   従業員数 : 64人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央法人部 

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

卸 :海苔 

出 :海苔（米国, 東南アジア諸国, 欧州） 

入 :海苔, 塩（韓国, 中国） 

ブ :KOASA  

進 :中国, 韓国, 台湾 

 

0241 晃栄産業株式会社 
〒477-0032 東海市加木屋町円畑 77番地  

TEL : 0562-32-6623   FAX : 0562-32-6624 

URL : http:/www.koeisangyo.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 52人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柴田支店 

製 :振動ふるい機, 超音波ふるい機, 超音波洗浄機,  

    分級機 

出 :振動ふるい機, 超音波ふるい機 

（タイ, シンガポール, 中国, インドネシア, 韓国,  

台湾, マレーシア, 米国） 

入 :超音波発振器, 振動機部品（スイス, ベトナム） 

ブ :佐藤式振動ふるい機,DONASELEC  

 

0242 広機通商株式会社 
〒460-0012 名古屋市中区千代田 1-4-8  

TEL : 052-252-7177   FAX : 052-252-7175 

URL : http:/www.kouki-tsusho.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店  

          名古屋銀行上前津支店 

入 :鋳造品, 人造黒鉛, ステンレス製品, アルミ製品,  

真鍮製品, 機械部品, 厨房用鋳物製品（中国） 

進 :中国 

 

0243 株式会社工商エンジニアリング 
〒465-0072 名古屋市名東区牧の原 2-201-1  

TEL : 052-709-2460   FAX : 052-709-2461 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 2005年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行星ヶ丘支店 

http://www.ktx.co.jp/
http://k-uniform.co.jp/
http://www.gen2.co.jp/
http://www.gen2.co.jp/
http://www.koasa.co.jp/
http://www.koeisangyo.co.jp/
http://www.kouki-tsusho.com/
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          名古屋銀行高針支店 

卸 :鍛圧監視装置 

入 :鍛圧監視装置, 鍛圧監視装置部品（ドイツ） 

 

0244 株式会社宏昌食糧研究所 
〒445-0072 西尾市徳次町小籔 45番地  

TEL : 0563-56-8844   FAX : 0563-57-1805 

URL : http:/www.e-tukemono.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行西尾支店 西尾信用金庫本店 

製 :漬物の素, 紛体調味料, 粘体調味料, 抹茶の粉 

出 :漬物の素（香港, ベトナム） 

ブ :西尾の抹茶 抹茶アイスの素,和スウィーツ新商品  

 

0245 興 和 株式会社 
〒460-8625 名古屋市中区錦 3-6-29  

TEL : 052-963-3040   FAX : 052-963-3045 

URL : http:/www.kowa.co.jp 

資本金 : 384,000万円   従業員数 : 1,960人 

設立年 : 1939年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋支店 

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

卸 :繊維生地, 繊維製品, 化学品, 機械, 釣り具, 雑貨,  

建築資材, 光学機器・用品, 監視装置, 電子機器,  

木材, 医薬品 

出 :化学品, 繊維生地, 機械装置, 釣り具, 雑貨,  

監視装置, 光学機器・用品, 建築資材, 医薬品 

（中国, 韓国, 香港, 台湾, 東南アジア諸国, 中東諸国, 

 アフリカ諸国, 欧州, 北米諸国, 中南米諸国,  

 太洋州諸国） 

入 :繊維生地, 繊維製品, 紳士靴, 婦人靴, 活性炭,  

光学機器・用品, 化学品, 機械装置, 建築資材, 雑貨, 

 木材加工品, スポーツ用品, 釣り具 

（中国, 韓国, 香港, 台湾, 東南アジア諸国,  

中東諸国, 

 アフリカ諸国, 欧州, 北米諸国, 中南米諸国,  

 太洋州諸国） 

ブ :Tenerita  

進 :中国, フィリピン, インドネシア, イタリア, 香港,  

台湾, シンガポール, タイ, ドイツ, フランス, 米国, 

 チリ, 英国, アラブ首長国連邦, 韓国, インド 

 

0246 五英通商株式会社 
〒457-0014 名古屋市南区呼続 1-16-10  

TEL : 052-822-5039   FAX : 052-822-5038 

URL : http://hp.nagoya-cci.or.jp/tradegoei 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店 

三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 

卸 :タイル（陶磁器製）, 建材, 繊維雑貨 

出 :タイル（陶磁器製）, 瓦, 繊維雑貨 

（香港, シンガポール, フィリピン, 米国, 英国） 

 

0247 株式会社五合 
〒486-0807 春日井市大手町 4-8-10  

TEL : 0568-35-2001   FAX : 0568-35-2018 

URL : http:/www.gogoh.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 2003年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店 十六銀行勝川支店 

製 :無機塗料 

出 :無機塗料（中国, タイ, マレーシア, 韓国） 

ブ :ｾﾞﾛｸﾘｱ,ｾﾞﾛﾃｸﾄ  

 

0248 株式会社コスモジャパン 
〒452-0804 名古屋市西区坂井戸町 84番地  

TEL : 052-504-7991   FAX : 052-504-7993 

URL : http:/www.cosmojpn.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :名古屋銀行小田井支店  

          大垣共立銀行小田井支店 

卸 :スキー用品, テニス用品, ナイロンバッグ, 雑貨,  

弦楽器, 楽器用部材 

出 :弦楽器, 楽器アクセサリー（韓国, 台湾） 

入 :スキー用品, テニス用品, 弦楽器, 楽器用部材, 雑貨,  

セールスプロモーション製品, スポーツバッグ 

（ドイツ, 米国, 台湾, 香港, 中国, 韓国, インド） 

ブ :Geminiano cojacs,Kirschbaum  

 

0249 コヅカテクノ株式会社 
〒455-0832 名古屋市港区宝神 1-155  

TEL : 052-381-2268   FAX : 052-381-2287 

URL : http:/www.kozuka-t.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 49人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 岡崎信用金庫 

製 :プラスチック射出成形用金型 

出 :金型（米国, インドネシア, マレーシア, 中国, タイ） 

入 :金型, 金型部品, ホットランナー（中国, 韓国） 

進 :中国, インドネシア 

 

0250 株式会社ゴッチインターナショナル 
〒485-0051 小牧市小木東 2―234  

TEL : 0568-41-4944   FAX : 0568-41-4929 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 愛知銀行大曽根支店 

卸 :タイヤ（ゴム製）, ショックアブソーバー, ホイール 

入 :タイヤ（ゴム製）, ショックアブソーバー（米国） 

ブ :GI・GEAR,MARVIN  

 

0251 後藤工業株式会社 
〒452-0838 名古屋市西区長先町 40  

TEL : 052-502-0845   FAX : 052-501-1372 

URL : http:/www.goto-group.co.jp 

資本金 : 2,400万円   従業員数 : 73人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

愛知銀行中村支店 

製 :コイルばね, 板ばね, 線ばね 

出 :コイルばね, 板ばね, 線ばね 

（北米諸国, タイ, 中国, インドネシア） 

入 :ばね材料（韓国） 

 

0252 寿金属工業株式会社 
〒445-0892 西尾市法光寺町北山 1  

TEL : 0563-56-3551   FAX : 0563-56-5689 

URL : http:/www.kotobukikinzoku.co.jp 

資本金 : 6,600万円   従業員数 : 340人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :岡崎信用金庫碧南中央支店 

三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 

製 :鋳造品, 自動車用鋳造部品, 自動二輪車用鋳造部品 

進 :タイ 

http://www.e-tukemono.com/
http://www.kowa.co.jp/
http://hp.nagoya-cci.or.jp/tradegoei
http://www.gogoh.jp/
http://www.cosmojpn.co.jp/
http://www.kozuka-t.co.jp/
http://www.goto-group.co.jp/
http://www.kotobukikinzoku.co.jp/
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0253 小林クリエイト株式会社 
〒448-8656 刈谷市小垣江町北高根 115  

TEL : 0566-26-5251   FAX : 0566-26-5255 

URL : http://k-cr.jp 

資本金 : 45,000万円   従業員数 : 1,103人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

三菱ＵＦＪ銀行刈谷支店 

製 :記録紙, 計測器用アクセサリー, ビジネスフォーム,  

コンピュータ関連機器, 医療用品 

出 :記録紙, 計測器用アクセサリー, ビジネスフォーム,  

印刷用資材, 印刷関連機器, 医療用品 

（中国, タイ, マレーシア, 香港, シンガポール,  

インドネシア, 台湾, 韓国, 米国） 

入 :印字用資材（米国, 中国, 英国） 

ブ :KOBAYASHI  

進 :中国 

 

0254 株式会社コパル・エヌ・ダブリュー 
〒473-0933 豊田市高岡町東浦 50-1  

TEL : 0565-53-1277   FAX : 0565-53-1278 

URL : http:/www.copal-nw.com 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :愛知銀行豊田南支店 豊田信用金庫 

製 :自動車用プレス金型, 自動車用部品試作品 

入 :プレス金型（中国） 

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0255 株式会社コマ・インターナショナル 
〒468-0073 名古屋市天白区塩釜口 2-1104  

TEL : 052-834-2281   FAX : 052-834-6774 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1986年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行八事支店  

卸 :高圧ポンプ, 高圧バルブ, 歯車ポンプ,  

    高圧用配管機器 

入 :高圧ポンプ, 高圧バルブ, 圧力計, 歯車ポンプ 

（米国, イタリア, 英国, ドイツ） 

 

0256 コーミ株式会社 
〒461-0027 名古屋市東区芳野 1-9-3  

TEL : 052-931-2471   FAX : 052-932-2094 

URL : http:/www.komi.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 140人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店  

製 :ソース, トマトケチャップ, 缶詰食品, 飲料 

出 :オイスターソース（中国） 

入 :トマトペースト, ダイストマト, ホールトマト 

（米国, 中国, チリ, トルコ, イタリア） 

ブ :ｺｰﾐ  

 

0257 コムコ株式会社 
〒473-0933 豊田市高岡町松葉 92-1  

TEL : 0565-51-1113   FAX : 0565-51-1030 

URL : http:/www.comco.com 

資本金 : 21,000万円   従業員数 : 117人(15人) 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :工作機械, 工具, 熱交換装置, ベンディングマシン,  

端末加工機械 

出 :工作機械, 工具, 熱交換装置,  

パイプベンディングマシン, 端末加工機械 

（中国, タイ, インド, チェコ, ドイツ, 米国,  

メキシコ） 

入 :工具保持具（中国, チェコ） 

進 :中国, チェコ, タイ, 米国, インドネシア 

 

0258 株式会社コメットカトウ 
〒495-8517 稲沢市祖父江町甲新田イ九 65  

TEL : 0587-97-8441   FAX : 0587-97-8448 

URL : http:/www.cometkato.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 201人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

製 :業務用厨房機器 

出 :ガス炊飯器, 電気炊飯器, ガスフライヤー,  

電気フライヤー（東南アジア諸国, 韓国, 香港, 台湾） 

入 :業務用厨房機器部品（米国, 中国, ベトナム, ドイツ） 

ブ :COMET  

 

0259 株式会社コーワ 
〒490-1104 あま市西今宿平割 1-22  

TEL : 052-444-4111   FAX : 052-449-1077 

URL : http:/www.kowa-ne.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1943年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾張新川支店 

製 :工業用ブラシ, 不織布ロール, 化粧品類, 電気機器,  

貴金属 

出 :工業用ブラシ, 不織布ロール, 電気機器 

（豪州, マレーシア, タイ, 中国） 

入 :作業服, 電気機器, ブラシ（台湾, 中国, 韓国） 

ブ :AMA ROLL,MORENESS  

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0260 近 藤 株式会社 
〒491-0131 一宮市笹野字大海戸 1  

TEL : 0586-51-6216   FAX : 0586-51-6227 

URL : http:/www.kondo-fanciful.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 21人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :十六銀行一宮支店  

卸 :意匠撚糸, ニット製品 

出 :意匠撚糸, ニット製品 

   （香港, 韓国, 中国, ＥＵ, 米国） 

入 :綿糸, 麻糸, 毛糸, ナイロン糸, ニット製品 

（中国, 台湾, インド） 

ブ :Fanciful  

 

0261 株式会社コンドウ 
〒442-0846 豊川市森 6-98  

TEL : 0533-88-4131   FAX : 0533-88-5317 

URL : http:/www.gr-kondo.co.jp 

資本金 : 1,915万円   従業員数 : 113人(113人) 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :名古屋銀行豊橋支店 三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 

製 :円筒研削盤, アンギュラ研削盤, 特殊円筒研削盤,  

溝研削盤 

出 :円筒研削盤, アンギュラ研削盤, 特殊円筒研削盤,  

溝研削盤 

（米国, 台湾, 韓国, 中国, タイ, マレーシア,  

フィリピン, インドネシア, チェコ,  

パキスタン, インド, ベトナム）

http://k-cr.jp/
http://www.copal-nw.com/
http://www.komi.co.jp/
http://www.comco.com/
http://www.cometkato.co.jp/
http://www.kowa-ne.co.jp/
http://www.kondo-fanciful.co.jp/
http://www.gr-kondo.co.jp/
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ブ :KONDO  

進 :韓国, タイ 

 

0262 株式会社近藤機械製作所 
〒497-0048 海部郡蟹江町舟入一丁目 130番地  

TEL : 0567-95-1343   FAX : 0567-95-7296 

URL : http:/www.kondo-kikai.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 32人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新瑞橋支店 百五銀行富吉支店 

製 :専用機, 航空機用エンジン部品, 精密部品加工, 治工具, 

 金型, 粉末焼結金型, 自転車用部品 

出 :自転車用部品, 精密機械部品 

（豪州, タイ, シンガポール, 欧州, 北米諸国） 

入 :自転車用リム（台湾） 

ブ :GOKISO,ｽﾄｯﾊﾟｰ S  

 

0263 株式会社近藤製作所 
〒443-0036 蒲郡市浜町 73-4  

TEL : 0533-67-1111   FAX : 0533-67-1117 

URL : http:/www.konsei.co.jp 

資本金 : 22,000万円   従業員数 : 310人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行蒲郡支店 蒲郡信用金庫本店 

製 :ロボット装置, ハンド＆チャック, 自動車部品,  

６軸自動盤, ストッカー装置, 自動検査装置,  

視覚センサー, 画像システム 

出 :ハンド＆チャック部品, ロボット装置,  

ストッカー装置, 視覚センサー, 画像システム 

（タイ, 米国, 中国） 

入 :ハンド＆チャック（タイ） 

ブ :KONSEI  

進 :タイ, 米国, 中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0264 近藤設備設計株式会社 
〒485-0802 小牧市大字大草字太良 3374  

TEL : 0568-79-3511   FAX : 0568-79-6810 

URL : http://www.kondosetsubi.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 42人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小牧支店 

大垣共立銀行春日井支店 

製 :バイオマスボイラ発電設備, 集塵機,  

産業廃棄物処理装置 

   【2017年度調査回答】 

 

0265 サカエ理研工業株式会社 
〒452-8501 清須市西枇杷島町宮前 1-48  

TEL : 052-501-8231   FAX : 052-503-0125 

URL : http:/www.sakaeriken.co.jp 

資本金 : 33,600万円   従業員数 : 1,411人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :自動車用内装品, 自動車用外装品, 自動車用機能品 

出 :自動車用内装品, 自動車用外装品, 自動車用機能品 

（米国, 中国, インド, マレーシア, インドネシア） 

入 :自動車用内装品, 自動車用外装品（中国） 

進 :米国, 中国, インドネシア, インド 

 

0266 榊原精器株式会社 
〒445-0035 西尾市花蔵寺町五貫目東 48  

TEL : 0563-52-1621   FAX : 0563-52-1623 

URL : http:/www.sakakibaraseiki.com 

資本金 : 9,797万円   従業員数 : 240人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :碧海信用金庫西尾支店 三井住友銀行岡崎支店 

製 :自動車用電装部品, 建設機械部品 

ブ :愛知ブランド  

進 :タイ 

 

0267 株式会社サギサカ 
〒471-8533 豊田市美山町 1-80  

TEL : 0565-28-4874   FAX : 0565-29-6527 

URL : http:/www.sagisaka.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 85人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊田南支店 十六銀行豊田支店 

卸 :自転車, 自転車用アクセサリー 

入 :自転車用アクセサリー, 自転車（台湾, 中国） 

ブ :cycle gear,AMERICAN EAGLE  

 

0268 株式会社さくら 
〒489-0909 瀬戸市みずの坂 5-123  

TEL : 0561-48-7322   FAX : 0561-48-7321 

URL : http:/www.coffeesakura.jp 

資本金 : 300万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 2010年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 ゆうちょ二一八 

製 :コーヒー豆, コーヒー器具 

出 :コーヒー豆, コーヒー器具 

（タイ, 中国, シンガポール, インドネシア, 台湾） 

入 :コーヒー豆 

 （エチオピア, ブラジル, グァテマラ,  

 インドネシア, タンザニア, ルワンダ, コスタ・リカ,  

パナマ, ジャマイカ, 米国） 

ブ :Coffee SAKURA  

 

0269 有限会社サクラケース 
〒480-0126 丹羽郡大口町伝右 1-193  

TEL : 0587-95-6767   FAX : 0587-95-6544 

URL : http://www.sakura-case.com 

資本金 : 640万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :岐阜信用金庫楠町支店 中京銀行 

製 :貴金属用ケース, 印鑑用ケース, 時計用ケース,  

展示什器 

入 :貴金属用ケース, 印鑑用ケース（中国） 

 

0270 桜屋工業株式会社 
〒454-0972 名古屋市中川区新家 2-1903  

TEL : 052-431-7125   FAX : 052-431-1402 

URL : http:/www.cherry-web.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 32人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 三重銀行名古屋支店 

製 :テーブル（金属製）, ベッド（金属製）, 椅子（金属製） 

入 :椅子（木製）, テーブル（木製）, ベッド（木製） 

（タイ, 中国, インドネシア, 台湾, ベトナム,  

ポーランド） 

ブ :CHERRY  

   【2017年度調査回答】 

 

0271 笹田工業株式会社 
〒489-0801 瀬戸市汗干町 30  

TEL : 0561-82-2715   FAX : 0561-82-8747 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1989年

http://www.kondo-kikai.co.jp/
http://www.konsei.co.jp/
http://www.kondosetsubi.co.jp/
http://www.sakaeriken.co.jp/
http://www.sakakibaraseiki.com/
http://www.sagisaka.co.jp/
http://www.coffeesakura.jp/
http://www.sakura-case.com/
http://www.cherry-web.com/


- 86 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

取引銀行 :瀬戸信用金庫十三橋支店 

製 :陶土, 電磁器用碍子, セラミック研磨石 

出 :窯業原料, 電磁器用碍子（マレーシア, インドネシア） 

進 :マレーシア 

 

0272 株式会社札幌かに本家 
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-8-28  

TEL : 052-238-2500   FAX : 052-238-2510 

URL : http://www.kani-honke.co.jp 

資本金 : 4,660万円   従業員数 : 287人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

小 :飲食店業 

入 :蟹（冷凍）（米国, カナダ） 

 

0273 株式会社佐藤鉄工所 
〒455-0008 名古屋市港区九番町 3-42  

TEL : 052-661-0176   FAX : 052-661-2809 

URL : http:/www.satoh-gr.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 91人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :十六銀行六番町支店 岡崎信用金庫港支店 

製 :樹脂射出成形機 

出 :樹脂射出成形機, 樹脂成形品（北米諸国, 韓国, 欧州） 

入 :鋼材, 鋳物製品（台湾, 中国） 

ブ :SLIM  

 

0274 株式会社サーモセッタ 
〒491-0827 一宮市三ツ井 4-6-28  

TEL : 0586-77-4903   FAX : 0586-76-6202 

URL : http://www.thermoseter.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 95人 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :岐阜信用金庫 十六銀行 

製 :自動車部品 

出 :プラスチック成形用材料（タイ） 

ブ :サーモライト  

進 :タイ 

 

0275 澤田繊維産業株式会社 
〒444-0206 岡崎市法性寺町字柳之内 58  

TEL : 0564-52-3011   FAX : 0564-54-2873 

URL : http://www.gohonyubiya.com/swd 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店 岡崎信用金庫本店 

製 :靴下類, 手袋（繊維） 

出 :ナイロン軍手（欧州） 

入 :靴下類, 手袋（繊維）（中国） 

ブ :ﾀﾞｲｾﾂ,Home Friend  

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0276 澤田紡績株式会社 
〒444-0858 岡崎市上六名 3-6-6  

TEL : 0564-51-1721   FAX : 0564-54-2572 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎駅前支店 

出 :ポリエステル原料, 生花（中国） 

入 :彫金用ブラシ, 研磨用バフ（中国） 

ブ :澤光  

   【2017年度調査回答】 

 

0277 三栄商事株式会社 
〒461-0005 名古屋市東区東桜 2-17-6  

TEL : 052-931-3355   FAX : 052-932-3868 

URL : http:/www.sanei-trading.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 大垣共立銀行 

卸 :工作機械, 試験機, 測定機器, ＣＡＤソフト,  

ＣＡＭソフト 

出 :工作機械, 計測器 

（米国, タイ, 韓国, 中国, 台湾, 豪州, インドネシア,  

メキシコ, インド） 

入 :工作機械, ファン（台湾, 韓国, ドイツ） 

進 :タイ, 中国 

 

0278 三遠機材株式会社 
〒444-0885 豊橋市中柴町 30  

TEL : 0532-55-6665   FAX : 0532-55-6664 

URL : http:/www.san-en.co.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 79人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :豊橋信用金庫本店営業部 

商工組合中央金庫豊橋支店 

卸 :ＣＶＴ部品, ＡＴ部品, モーター部品,  

オートマチック駆動部品, 伝導装置部品 

出 :ＣＶＴ部品（タイ, 中国, メキシコ） 

入 :ＣＶＴ部品, モーター部品（タイ, 韓国） 

進 :タイ, 韓国, インドネシア, 中国, メキシコ 

 

0279 株式会社 三 機 
〒456-0035 名古屋市熱田区白鳥二丁目 8-24  

TEL : 052-681-2161   FAX : 052-681-2146 

URL : http://www.sanki1948.co.jp 

資本金 : 9,900万円   従業員数 : 144人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 十六銀行 

製 :治具, 工具, 精密金型, 精密機械部品, 工作機械 

出 :治具, 工具, 精密金型, 精密機械部品, 工作機械 

（米国, ハンガリー, 中国, 韓国, ベトナム,  

インドネシア, メキシコ） 

入 :治具, 精密金型, 精密機械部品 

（米国, 中国, 韓国, インドネシア, ハンガリー） 

ブ :ﾎﾟｶﾅｯｸｽ  

進 :米国, ハンガリー, 中国, 韓国, インドネシア,  

メキシコ 

 

0280 株式会社 産 機 
〒455-0021 名古屋市港区木場町 8-122  

TEL : 052-691-1530   FAX : 052-698-3955 

URL : http:/www.sanki-web.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :大垣共立銀行内田橋支店 愛知銀行道徳支店 

製 :パーツフィーダ, ブレーキモーター, 電磁ブレーキ,  

クランプエレメント 

出 :パーツフィーダ, 電磁ブレーキ, クランプエレメント, 

耐衝撃窓（台湾, 中国, 東南アジア諸国, イタリア,  

カナダ, ベトナム） 

入 :機械部品（中国, 台湾, イタリア, ベトナム） 

ブ :ﾋﾟｴｿﾞﾌｨｰﾀﾞｰ  

進 :台湾, 中国, タイ, ベトナム 

 

0281 株式会社 三 技 
〒481-0037 北名古屋市鍜治ケ一色東二丁目 115番 

http://www.kani-honke.co.jp/
http://www.satoh-gr.co.jp/
http://www.thermoseter.co.jp/
http://www.gohonyubiya.com/swd
http://www.sanei-trading.co.jp/
http://www.san-en.co.jp/
http://www.sanki1948.co.jp/
http://www.sanki1948.co.jp/
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TEL : 0568-24-1770   FAX : 0568-24-1765 

URL : http:/www.sangi-sys.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 46人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小田井支店 

三井住友銀行名古屋駅前支店 

製 :治具, 専用機, 特殊自動車用部品, 航空機部品 

出 :専用機, 治具, 金属加工部品 

（北米諸国, ドイツ, 中国, タイ, インドネシア,  

ベトナム, インド, メキシコ, フィリピン） 

入 :機械部品（中国） 

進 :中国 

 

0282 株式会社三機商会 
〒467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通 7-21  

TEL : 052-882-6577   FAX : 052-882-6578 

URL : http:/www.sankicorp.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 愛知銀行堀田支店 

卸 :自動機械, 省力化機械装置, 油圧機器, 鍛造機 

出 :自動溶接装置, 油圧機器 

   （米国, 韓国, フランス, タイ） 

入 :プレス部品（韓国） 

ブ :ﾘｰｸﾚｽ,ｼｮｯｸﾚｽﾊﾞﾙﾌﾞ  

進 :タイ 

 

0283 三京化成株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-10-6  

TEL : 052-961-2601   FAX : 052-961-2608 

URL : http://www.sankyokasei-corp.co.jp 

資本金 : 171,660万円   従業員数 : 100人(12人) 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

みずほ銀行名古屋支店 

卸 :化学工業薬品, 合成樹脂, 建築資材, 電気機器,  

電気機器部品 

出 :接着剤, 樹脂成形品, 合成樹脂 

（中国, シンガポール, インドネシア, タイ） 

入 :鉱物, フィルム, 合成樹脂, 工業薬品 

（中国, 台湾, 韓国, インド, タイ） 

ブ :ﾐﾗｺｰﾝ,ﾋｭｰﾑｺｰﾄ  

進 :中国, シンガポール, タイ, 香港 

 

0284 株式会社三協メカニック 
〒485-0825 小牧市大字下末字狩山戸 1648-1  

TEL : 0568-74-4360   FAX : 0568-74-4365 

URL : http:/www.sankyo-group.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

愛知銀行大曽根支店 

製 :アスファルトディストリビューター, 路面補修車,  

アスファルトスプレヤー, アスカーバ, 目地注入機,  

凍結防止剤散布機 

出 :アスファルトディストリビューター, 路面補修車,  

アスファルトスプレヤー, アスカーバ, アスファルト 

スプレッダー, 凍結防止剤散布機 

（アフリカ諸国, 中東諸国, アジア諸国） 

ブ :Sam  

 

0285 株式会社サンゲツ 
〒451-8575 名古屋市西区幅下 1-4-1  

TEL : 052-564-3250   FAX : 052-561-5386 

URL : http:/www.sangetsu.co.jp 

資本金 : 1,361,610万円   従業員数 : 1,368人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

卸 :壁紙, カーテン, カーペット, カーペットタイル,  

椅子張生地, 塩化ビニル系床材, 木製フローリング 

出 :壁紙, カーテン, 椅子張生地, 床材 

（香港, 台湾, 米国, シンガポール, インドネシア,  

英国, ドイツ, アラブ首長国連邦, 中国, 韓国,  

トルコ, インド, カタール, ベトナム, ミャンマー,  

豪州, マレーシア, フィリピン, タイ, ロシア） 

入 :壁紙, カーテン, カーペット, カーペットタイル,  

椅子張生地, 塩化ビニル系床材, タイル（コルク製）,  

接着剤, カーテンアクセサリー 

（ドイツ, イタリア, フランス, 米国, ベルギー,  

スペイン, デンマーク, スイス, オーストリア,  

ポルトガル, スウェーデン, トルコ, タイ, 中国,  

インド, 韓国, レバノン, 台湾, 英国） 

ブ :ｻﾝｹﾞﾂ  

進 :米国, 中国 

 

0286 株式会社 三 五 
〒470-0225 みよし市福田町宮下 1番地 1  

TEL : 0561-34-9802   FAX : 0561-34-8400 

URL : http:/www.sango.jp 

資本金 : 60,800万円   従業員数 : 8,000人 

設立年 : 1928年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :マフラー（排気管）, 鉄鋼製品, 冷間鍛造品,  

プレス部品 

出 :マフラー（排気管）用部品 

（米国, 中国, タイ, トルコ, インド, ブラジル,  

スペイン, メキシコ, チェコ, ハンガリー,  

南アフリカ共和国, 韓国） 

進 :米国, 中国, タイ, トルコ, インドネシア, インド,  

カナダ, メキシコ 

 

0287 三光金型株式会社 
〒470-0224 みよし市三好町半野木 1-130  

TEL : 0561-34-1505   FAX : 0561-34-3533 

URL : http://sanko-mold.jp 

資本金 : 1,750万円   従業員数 : 74人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行三好支店 名古屋銀行三好支店 

製 :樹脂射出成型用金型, ダイカスト用金型,  

樹脂射出成型品 

出 :樹脂射出成型用金型, 樹脂材料（ベトナム, タイ） 

入 :樹脂射出成型用金型, 樹脂射出成型品（ベトナム, タイ） 

進 :ベトナム, タイ 

 

0288 サンコー鞄株式会社 
〒480-1102 長久手市前熊寺田 18-4  

TEL : 0561-62-1101   FAX : 0561-62-1106 

URL : http:/www.suncoluggage.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 32人 

設立年 : 1893年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

          名古屋銀行長久手支店 

卸 :鞄類（プラスチック製）,  

 スーツケース（プラスチック製）, ビジネスケース,  

 ソフトバッグ 

出 :スーツケース（プラスチック製）, ビジネスケース 

（韓国, シンガポール, インドネシア） 

入 :スーツケース（プラスチック製）,  

鞄類（プラスチック製）, ソフトバッグ（中国）

http://www.sangi-sys.co.jp/
http://www.sankicorp.com/
http://www.sankyokasei-corp.co.jp/
http://www.sankyo-group.jp/
http://www.sangetsu.co.jp/
http://www.sango.jp/
http://sanko-mold.jp/
http://www.suncoluggage.com/
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ブ :SUNCO  

進 :香港, 中国 

 

0289 サンコール産業株式会社 
〒453-0855 名古屋市中村区烏森町 6-93  

TEL : 052-481-8228   FAX : 052-482-1670 

URL : http://www.mirai.ne.jp/~sun-call/ 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行中村支店  

製 :エプロン, ミトン（布製）, ティッシュケースカバー,  

ペットボトルカバー, 袋物（繊維）, ポーチ, 繊維雑貨 

出 :着物, 絆天, 鉢巻（米国） 

入 :保冷ランチバッグ, ペットボトルカバー（中国） 

 

0290 三州資材工業株式会社 
〒444-0521 西尾市吉良町上横須賀六石目 5番地  

TEL : 0563-35-0002   FAX : 0563-35-2587 

URL : http:/www.sansyusizai.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 48人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :岡崎信用金庫吉良支店 大垣共立銀行岡崎支店 

製 :工業用繊維資材 

出 :自動車用シート素材 

（南アフリカ共和国, タイ, 中国, アルゼンチン） 

入 :原糸（タイ, ベトナム） 

ブ :工業用研磨基布, 

自動車内装資材：サイドエアーバック力布  

 

0291 三州野安株式会社 
〒444-1323 高浜市田戸町 2-2-44  

TEL : 0566-52-1147   FAX : 0566-52-5400 

URL : http:/www.noyasu.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :碧海信用金庫高浜支店 

製 :瓦 

出 :瓦（台湾, フィリピン） 

ブ :NOYASU  

 

0292 株式会社三琇プレシジョン 
〒444-1321 高浜市稗田町 4-1-55  

TEL : 0566-52-3421   FAX : 0566-52-3311 

URL : https://sansyu-pr.co.jp/jp/spj.htm 

資本金 : 6,750万円   従業員数 : 300人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :岡崎信用金庫高浜支店 名古屋銀行碧南支店 

製 :プラスチック製精密部品,  

    プラスチック射出成形用金型 

出 :プラスチック製精密部品,  

    プラスチック射出成形用金型 

（香港, 米国, インドネシア, フィリピン） 

入 :プラスチック製精密部品（インドネシア） 

進 :香港, インドネシア, シンガポール, フィリピン 

 

0293 三生貿易株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-1-12 ダイアパレス伏見 415 

TEL : 052-231-2453   FAX : 052-201-9163 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

三井住友銀行名古屋支店 

出 :フェルト（台湾, 香港, シンガポール） 

入 :タオル, 紳士用シャツ, 下着（紳士用）,  

エプロン, フェルト, 足袋 

（中国, ベトナム, 台湾, 韓国） 

 

0294 三信鉱工株式会社 
〒449-0213 北設楽郡東栄町振草上粟代宮平 3  

TEL : 0536-78-5511   FAX : 0536-78-5005 

URL : http:/www.sanshin-mica.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 44人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :豊川信用金庫東栄支店  

          三菱ＵＦＪ銀行新城支店 

製 :絹雲母 

出 :絹雲母（米国, 韓国, フランス, タイ, インドネシア） 

ブ :三信マイカ  

 

0295 株式会社三進製作所 
〒453-0013 名古屋市中村区亀島 2-22-2  

TEL : 0568-67-0451   FAX : 0568-68-3240 

URL : http://www.sanshin-mfg.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 110人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :名古屋銀行本店 

三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

製 :濾過機（液体用）, 脱水濾過装置, 産業用廃水処理装置 

出 :濾過機（液体用）, 脱水濾過装置, 産業用廃水処理装置 

（韓国, 中国, 台湾, タイ, インドネシア, 米国, 欧州,  

マレーシア, インド, ベトナム） 

入 :濾過助剤, カートリッジフィルター,  

    フィルターノズル, Ｖクランプ, イオン交換樹脂,  

    クロスフローフィルター（ドイツ, 中国） 

ブ :エコエース,エコノバックシステム  

進 :マレーシア, 中国, タイ 

 

0296 株式会社サンシントレーディング 
〒485-0084 小牧市入鹿出新田 563番地 6  

TEL : 0568-72-3998   FAX : 0568-72-3370 

URL : http:/www.sanshin-ltd.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 31人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :愛知銀行小牧支店  

卸 :マカ, アサイー, ガラナ, カムカム, キャッツクロー,  

パフィア, カツアーバ, ムイラプアーマ, 紫イペ,  

マテ, イエルバ 

入 :自然食品（ペルー, ブラジル） 

進 :ペルー 

 

0297 SANTEC株式会社 
〒485-0802 小牧市大草年上坂 5823  

TEL : 0568-79-3535   FAX : 0568-79-1718 

URL : http:/www.santec.com 

資本金 : 497,856万円   従業員数 : 180人(21人) 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 

製 :光部品, 光測定器, 光源,  

コンピュータ用ソフトウエア, 医療機器 

出 :光部品, 光測定器, 光源, 医療機器 

（米国, 中国, カナダ, タイ, 台湾, 英国, イタリア, 

 ドイツ, スペイン, フランス） 

入 :光部品, 光測定器, 光源 

（米国, 中国, カナダ, タイ, 台湾, 英国, イタリア,  

ドイツ） 

ブ :movu  

進 :米国, 中国, 英国 

【2017年度調査回答】

http://www.mirai.ne.jp/~sun-call/
http://www.sansyusizai.com/
http://www.noyasu.com/
https://sansyu-pr.co.jp/jp/spj.htm
http://www.sanshin-mica.com/
http://www.sanshin-mfg.co.jp/
http://www.sanshin-ltd.com/
http://www.santec.com/
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0298 有限会社三二商店 
〒461-0043 名古屋市東区大幸 3-1-26  

TEL : 052-711-2131   FAX : 052-722-5532 

URL : https://www.sunnyjapan.jp/ 

資本金 : 500万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 

大垣共立銀行茶屋ヶ坂支店 

卸 :陶磁器製品, 雑貨 

出 :陶磁器製品, 雑貨（台湾, 米国, ドイツ, 香港） 

入 :陶磁器製品（中国） 

ブ :SUNNY CHINA,大幸窯  

 

0299 有限会社サンパギータ 
〒463-0090 名古屋市守山区瀬古東 2-425  

TEL : 052-795-7501   FAX : 052-795-7502 

URL : http://www.h2.dion.ne.jp~sampa 

資本金 : 600万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 中京銀行 

卸 :果汁, 卵（殻付）, 雑誌 

入 :雑誌, 調味料, 化粧品類（フィリピン） 

ブ :sampaguita  

進 :フィリピン 

 

0300 株式会社サン・ハーベスト 
〒455-0813 名古屋市港区善進本町 461-6  

TEL : 052-389-6701   FAX : 052-389-6705 

URL : http:/www.sunharvest.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 160人 

設立年 : 1994年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行金山支店 

卸 :家具, ベッド, ソファー, 座椅子, 小物家具 

入 :家具, ベッド, ソファー, 座椅子, 小物家具 

（中国, ベトナム, タイ, 台湾, マレーシア） 

進 :中国 

 

0301 株式会社三明貿易 
〒461-0025 名古屋市東区徳川 2-21-20  

TEL : 052-935-2486   FAX : 052-935-2488 

URL : http:/www.sanmei.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :大垣共立銀行大曽根支店  

卸 :美術品, 工芸品 

出 :美術品, 工芸品（米国, 欧州, 豪州） 

入 :美術品, 工芸品, スポーツ用品 

ブ :Tokugawa Art  

   【2017年度調査回答】 

 

0302 株式会社サンメディカル 
〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通 7-33  

TEL : 052-841-5384   FAX : 052-841-5399 

URL : http:/www.sunmed.co.jp 

資本金 : 7,500万円   従業員数 : 46人 

設立年 : 1987年 

取引銀行 :十六銀行桜山支店 大垣共立銀行内田橋支店 

卸 :医療機器, 理学療法機器 

入 :理学療法機器（米国, ドイツ） 

ブ :ｴﾚｸﾄﾛ･ｱｷｭｽｺｰﾌﾟ 80L,ﾊｲﾁｬｰｼﾞ NEO  

 

0303 有限会社サンメンテナンス工機 
〒458-0025 名古屋市緑区鳥澄 2-103  

TEL : 052-624-8481   FAX : 052-624-8509 

URL : http:/www.smk-web.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鳴海支店  

          名古屋銀行鴻仏目支店 

卸 :ワイヤ電極線, フィルター, イオン交換樹脂,  

ダイスガイド, 電極パイプ 

入 :ワイヤ電極線, フィルター, イオン交換樹脂,  

ダイスガイド, 電極パイプ（韓国） 

ブ :Filter 3R,ｲｵﾝ交換樹脂 3R  

 

0304 三友工業株式会社 
〒485-8531 小牧市大字舟津 1360  

TEL : 0568-72-3236   FAX : 0568-72-7721 

URL : http://www.sanyu-group.com/industry/ 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 217人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岩倉支店 愛知銀行本店 

製 :ゴム射出成形機 

出 :ゴム射出成形機 

   （米国, 韓国, 中国, 台湾, 東南アジア諸国,  

カナダ, 豪州, ＥＵ, ポーランド, メキシコ） 

ブ :STI  

進 :米国, タイ, 中国, メキシコ 

   【2017年度調査回答】 

 

0305 有限会社サンユー商事 
〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町 9-14 

トキワ外土居ビル 104 

TEL : 052-678-5100   FAX : 052-678-5101 

URL : http://www.sanyu-jp.net 

資本金 : 300万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1999年 

取引銀行 :岡崎信用金庫熱田支店 

卸 :機械工具 

入 :切削工具, 手工具, 電動工具, 工作機械,  

成形機（ゴム・プラスチック用）（北米諸国, 西欧諸国） 

 

0306 株式会社三洋化成 
〒490-1136 海部郡大治町花常円楽寺 15  

TEL : 052-442-1131   FAX : 052-442-1136 

URL : http:/www.sanyokasei.co.jp 

資本金 : 5,800万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行中村支店 

三井住友銀行名古屋支店 

製 :工業用ホース, 家庭用ホース,  

    まな板（プラスチック製）,  

ＰＶＣコンパウンド, コルゲートホース 

出 :まな板（プラスチック製）, ホースリール,  

ビニルホース, 排水ホース（東南アジア諸国, 中国） 

入 :ビニルホース, まな板（プラスチック製）, ＰＰボード,  

散水機（農・園芸用）（台湾, 中国, 韓国） 

ブ :ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･S  

進 :シンガポール, 中国, 台湾 

 

0307 三洋電子株式会社 
〒485-0826 小牧市東田中東島 2080-1  

TEL : 0568-73-1120   FAX : 0568-75-7414 

URL : http:/www.sanyodenshi.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 百五銀行 

製 :金属熱処理加工, 研削加工, 切削加工 

https://www.sunnyjapan.jp/
http://www.h2.dion.ne.jp~sampa/
http://www.sunharvest.co.jp/
http://www.sanmei.com/
http://www.sunmed.co.jp/
http://www.smk-web.co.jp/
http://www.sanyu-group.com/industry/
http://www.sanyu-jp.net/
http://www.sanyokasei.co.jp/
http://www.sanyodenshi.com/
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入 :機械部品（韓国） 

 

0308 三洋貿易株式会社 名古屋支店 
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-15-13 

オリックス名古屋錦ビル 4階 

TEL : 052-218-3400   FAX : 052-218-3599 

URL : http://www.sanyo-trading.co.jp 

資本金 : 100,658万円   従業員数 : 260人(40人) 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行本店 三井住友銀行神田支店 

卸 :合成ゴム, 天然ゴム, 化学品, 機械, 自動車部品,  

科学機器 

出 :化学品, 機械, 合成ゴム 

（米国, タイ, 中国, ベトナム, メキシコ, インド,  

インドネシア） 

入 :合成ゴム, 化学品, 機械, 科学機器, 自動車部品 

（カナダ, 米国, ドイツ, オランダ, 中国, タイ,  

インド） 

進 :米国, タイ, 中国, ベトナム, メキシコ, インド,  

インドネシア, ドイツ, シンガポール 

 

0309 株式会社三和化学研究所 
〒461-8631 名古屋市東区東外堀町 35  

TEL : 052-951-8130   FAX : 052-957-1066 

URL : http://www.skk-net.com 

資本金 : 210,108万円   従業員数 : 1,219人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

製 :医薬品, 診断用試薬, 医療機器 

出 :医薬品, 動物用診断薬（カナダ, 韓国, 米国, 英国） 

入 :医薬品原料, 医薬品, 診断用試薬, 医療機器 

（ドイツ, 台湾, 韓国, カナダ） 

 

0310 株式会社さんわコーポレーション 
〒490-1144 海部郡大治町西條附田 106-3  

TEL : 052-444-4563   FAX : 052-444-1921 

URL : http://www.sanwa-grp.co.jp 

資本金 : 9,800万円   従業員数 : 206人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :大垣共立銀行菊井町支店 

三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

卸 :鶏肉（生鮮）, 鶏肉（冷凍） 

出 :鶏肉（冷凍）（香港） 

入 :鶏肉（冷凍）, 鶏肉（冷凍調整済） 

（タイ, 米国, ブラジル） 

ブ :三和の純鶏名古屋ｺｰﾁﾝ  

 

0311 株式会社三和スクリーン銘板 
〒496-8002 愛西市佐折町宮寺 55  

TEL : 0567-25-2333   FAX : 0567-25-2220 

URL : http:/www.sanwascreen.co.jp 

資本金 : 4,200万円   従業員数 : 350人 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行津島支店  

          みずほ銀行名古屋支店 

製 :樹脂銘板, コントロールパネルノブ, 樹脂成形品 

出 :樹脂材料, 家庭用電気機器部品 

 （マレーシア, タイ, 中国, 米国, インドネシア,  

 メキシコ, チェコ） 

入 :プラスチック及び同製品（中国, 米国, 英国） 

進 :マレーシア, タイ, 中国, 米国, インドネシア,  

メキシコ 

 

 

0312 株式会社サンワード 
〒491-0827 一宮市三ツ井 8-5-5  

TEL : 0586-75-2272   FAX : 0586-81-1911 

URL : http:/www.sunward-brush.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          大垣共立銀行一宮南支店 

製 :洗車機用ブラシ, 耐電防止剤入りブラシ, 洗車機械 

出 :機械用ブラシ, 耐電防止剤入りブラシ,  

洗車機用ブラシ, 洗車機械（韓国, 台湾, 中国） 

入 :洗車機用ブラシ（中国） 

ブ :ﾄｰﾚﾙ,ｴｱｰｼｮｯｸﾌﾞﾗｼ  

進 :中国 

 

0313 株式会社サン・ワールド 
〒451-0021 名古屋市西区天塚町 4丁目 48番地  

TEL : 052-522-7231   FAX : 052-522-7230 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 1人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

卸 :婦人服 

入 :パンツ（婦人用）, セーター, カットソー（フランス） 

 

0314 ジーエーインペックス株式会社 
〒460-0022 名古屋市中区金山 1-7-10 金山名藤ビル 7階 

TEL : 052-331-6361   FAX : 052-331-6362 

URL : http:/www.gaimpex.co.jp 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 2002年 

取引銀行 :愛知銀行金山支店 三菱ＵＦＪ銀行金山支店 

卸 :鉄鋼製品, 非鉄金属製品, 建材, 窯業原料, 電気機器,  

食料品, 水産物 

出 :鉄鋼材, 機械工具, 木材, 生鮮果実 

（中国, フィリピン, ベトナム, 韓国） 

入 :鉄鋼製品, 非鉄金属製品, 建材, 窯業原料, 窯業製品,  

食料品, 水産物（中国, 台湾, フィリピン,  

インドネシア, ベトナム, 韓国） 

進 :中国, フィリピン 

 

0315 株式会社ＪＦＳ貿易 
〒484-0000 犬山市字高根洞 5番 41  

TEL : 0568-68-8877   FAX : 0568-68-8893 

URL : http://www.jfst.info 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 2011年 

取引銀行 :愛知銀行小牧支店 三菱ＵＦＪ銀行小牧支店 

卸 :鋳物工場用機材 

出 :特殊合金, 鋳物工場用機材, 注湯ロボット 

（韓国, タイ, インドネシア, 英国, フランス, ドイツ,  

イタリア, トルコ, スイス, 中国） 

入 :鋳物工場用機材, 注湯ロボット, 熱分析システム,  

シミュレーションソフトウエア, コアードワイヤー 

システム, 離型剤, 接着剤 

 （英国, ドイツ, スイス, カナダ, 中国, 韓国,  

スウェーデン, タイ） 

ブ :JP,JPK  

 

0316 株式会社ジェイピーシー 
〒473-0907 豊田市竜神町弥生 53番地  

TEL : 0565-27-2112   FAX : 0565-25-1055 

URL : http:/www.kk-jpc.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 122人(15人) 

設立年 : 1976年

http://www.sanyo-trading.co.jp/
http://www.skk-net.com/
http://www.sanwa-grp.co.jp/
http://www.sanwascreen.co.jp/
http://www.sunward-brush.co.jp/
http://www.gaimpex.co.jp/
http://www.jfst.info/
http://www.kk-jpc.co.jp/
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取引銀行 :名古屋銀行豊田南支店  

          三菱ＵＦＪ銀行豊田支店 

製 :クーラント濾過装置, 切粉搬送装置, 洗浄機, 測定器 

ブ :RMT,SFA  

進 :米国, 中国, タイ 

 

0317 ＪＣＫ株式会社 
〒446-0071 安城市今池町 3-5-8 JCKビル 1F 

TEL : 0566-98-7153   FAX : 0566-98-7154 

URL : http:/www.j-c-k.co.jp 

資本金 : 5,500万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 2002年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行安城支店 

碧海信用金庫西尾北支店 

卸 :土木資材, 環境保全機器, 水質浄化剤（鉄玉）,  

砂固化材, バサルト繊維 

出 :水浄化剤（凝集剤）, 水溶性ウレタン,  

アスファルト乳化剤, 土木資材（中国, バングラデシュ） 

入 :土木資材, バサルト繊維, 水質浄化剤（鉄玉） 

（中国, ロシア） 

進 :中国, バングラデシュ 

 

0318 株式会社ジーエスエレテック 
〒473-0916 豊田市吉原町平子 58-1  

TEL : 0565-78-3059   FAX : 0565-78-2991 

URL : http:/www.gs-electech.co.jp 

資本金 : 36,000万円   従業員数 : 860人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :名古屋銀行刈谷支店 三菱ＵＦＪ銀行刈谷支店 

製 :ワイヤーハーネス, リードワイヤー 

出 :ワイヤーハーネス, リードワイヤー, リードワイヤー 

部品（米国, カンボジア, タイ, インドネシア,  

メキシコ, 中国） 

入 :リードワイヤー部品, リードワイヤー, ワイヤー 

ハーネス（米国, インドネシア, タイ, カンボジア） 

進 :米国, タイ, インドネシア, メキシコ, 中国,  

カンボジア 

 

0319 ジェルコ株式会社 
〒457-0007 名古屋市南区駈上 2丁目 6番 3-201  

TEL : 052-825-3636   FAX : 052-825-3737 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :中京銀行熱田支店  

卸 :自動車、同部品, 綿織物, 鞄類, 靴, アクセサリー,  

時計 

入 :自動車、同部品, 綿織物, 鞄類, 財布（皮革製）, 靴,  

衣類, アクセサリー, 時計（ドイツ, 英国, ベルギー, 

 オランダ, イスラエル, 米国, イタリア, 中国） 

 

0320 株式会社シグマ商事 
〒468-0836 名古屋市天白区相川 2-25  

TEL : 052-896-1510   FAX : 052-896-7703 

URL : http:/www.sigma-shoji.co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行野並支店 中京銀行野並支店 

卸 :石油製品, バス・トラック用タイヤ, 自動車用品,  

トラック用品 

入 :バス・トラック用タイヤ, フォークリフト用タイヤ 

（中国） 

 

0321 ＣＫＤ株式会社 
〒485-8551 小牧市応時 2-250  

TEL : 0568-74-1338   FAX : 0568-77-3461 

URL : http://www.ckd.co.jp 

資本金 : 1,101,600万円   従業員数 : 4,665人 

設立年 : 1943年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 

三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

製 :包装機械, 自動機械, 制御機器, 管球製造機械,  

空圧機器 

出 :自動機械, 制御機器, 管球製造機械, 空圧機器 

（米国, 欧州, 東南アジア諸国, 中国, 韓国, 台湾） 

入 :ガス器具, 空圧機器, 鋳物製品 

（ドイツ, タイ, 中国, 台湾） 

ブ :CKD  

進 :韓国, 米国, シンガポール, マレーシア, タイ, 台湾,  

中国, 英国, オランダ, チェコ, インド, ドイツ,  

インドネシア, ベトナム, メキシコ, イタリア 

 

0322 株式会社システムリサーチ 
〒453-0861 名古屋市中村区岩塚本通二丁目 12番  

TEL : 052-413-6820   FAX : 052-413-6821 

URL : http:/www.sr-net.co.jp 

資本金 : 55,015万円   従業員数 : 900人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

製 :コンピュータ用ソフトウエア 

 

0323 株式会社ジーテー貿易 
〒445-0082 西尾市八ツ面町猿待 58  

TEL : 0563-54-3878   FAX : 0563-54-5669 

URL : http://www.mis.ne.jp/~gt-00002/gthp_001.htm 

資本金 : 4,600万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :愛知銀行西尾支店 三菱ＵＦＪ銀行西尾支店 

卸 :石材 

入 :石材（中国） 

進 :中国 

 

0324 株式会社シード 
〒457-0841 名古屋市南区豊田 3-1-16  

TEL : 052-694-7411   FAX : 052-698-1203 

URL : http:/www.seed-design.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 16人(15人) 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行内田橋支店 

名古屋銀行内田橋支店 

入 :ＯＡ機器, 事務機器部品（中国） 

ブ :SEED,箔工房  

 

0325 シバタ貿易株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-12-12 

アーク栄白川パークビル 501号 

TEL : 052-202-0638   FAX : 052-204-0098 

URL : http://confectionery.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

三井住友銀行名古屋支店 

出 :菓子, 食料品, 雑貨 

（中東諸国, 東南アジア諸国, 南米諸国,  

東アジア諸国, 太洋州諸国） 

 

0326 ＣＢＣ株式会社名古屋支店 
〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-1-10 

http://www.j-c-k.co.jp/
http://www.gs-electech.co.jp/
http://www.sigma-shoji.co.jp/
http://www.ckd.co.jp/
http://www.sr-net.co.jp/
http://www.mis.ne.jp/~gt-00002/gthp_001.htm
http://www.seed-design.co.jp/
http://confectionery.jp/
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アーバンネット名古屋ビル 19F 

TEL : 052-962-3413   FAX : 052-962-9313 

URL : http:/www.cbc.co.jp 

資本金 : 510,000万円   従業員数 : 435人(20人) 

設立年 : 1925年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

卸 :合成樹脂原料, 合成樹脂製品, 天然ゴム, ゴム製品,  

有機化学品, 無機化学品, 機械 

出 :合成樹脂原料, 合成樹脂製品, 合成ゴム原料,  

有機化学品, 無機化学品, 機械（台湾, 中国, 韓国,  

米国, 欧州, 豪州, インドネシア） 

入 :合成樹脂原料, 合成樹脂製品, ゴム製品, 有機化学品, 

 無機化学品（台湾, 中国, 韓国, 米国, 欧州, 豪州,  

インド, タイ） 

ブ :GANZ  

進 :台湾, 香港, シンガポール, タイ, インドネシア,  

英国, ドイツ, イタリア, 米国, 中国, インド,  

バングラデシュ, ハンガリー, ロシア, スペイン,  

メキシコ 

 

0327 島貿易株式会社 名古屋営業所 
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 

名古屋国際センタービル 

TEL : 052-582-3071   FAX : 052-583-4058 

URL : http://www.shima-tra.co.jp 

資本金 : 3,300万円   従業員数 : 148人(6人) 

設立年 : 1921年 

取引銀行 :三井住友銀行東京営業部  

卸 :合成樹脂, 石油精製品 

出 :自動車部品, フィルム, 樹脂 

 （米国, 中国, 豪州, 英国, タイ） 

入 :石油精製品, 食品原料, 医薬品原料, フィルム 

 （米国, カナダ, オランダ, シンガポール,  

インドネシア, タイ） 

進 :米国, シンガポール, 台湾, 中国, マレーシア, 韓国, 

インドネシア 

 

0328 シヤチハタ株式会社 
〒451-0021 名古屋市西区天塚町 4-69  

TEL : 052-521-3600   FAX : 052-521-3899 

URL : (和文）http://www.shachihata.co.jp    

（英文）http://www.artlineworld.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 500人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

三井住友銀行名古屋駅前支店 

製 :スタンプ台, スタンプ, インク浸透式スタンプ,  

フェルトペン, 筆記具, インク浸透式印鑑 

出 :スタンプ台, スタンプ, フェルトペン, 筆記具 

（米国, 英国, 香港, 豪州, マレーシア） 

入 :ペン部品, 文具, スタンプ部品 

（マレーシア, 香港, 中国） 

ブ :Artline,Xstamper  

進 :米国, 英国, マレーシア, インド, 豪州, メキシコ,  

中国 

 

0329 株式会社ジャパーナ 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-9-40  

TEL : 052-559-1003   FAX : 052-229-8881 

URL : https:/www.alpen-group.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 270人 

設立年 : 1978年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋栄支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :スポーツ用品 

出 :スポーツ用品（中国） 

入 :スポーツ用品 

（中国, 韓国, 米国, 欧州, 東南アジア諸国） 

ブ :IGNIO,TIGORA  

進 :中国 

 

0330 ジャパンコントロールス株式会社 名古屋営業所 
〒465-0025 名古屋市名東区上社 1-1204 ロール社東 6F 

TEL : 052-778-5300   FAX : 052-778-5301 

URL : http:/www.jcct.co.jp 

資本金 : 7,800万円   従業員数 : 36人(5人) 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :みずほ銀行神谷町支店 りそな銀行虎ノ門支店 

卸 :圧力制御機器, 流体制御機器, 分析機器, 計測機器 

入 :圧力制御機器, 流体制御機器, 分析機器, 計測機器 

（米国） 

進 :米国 

 

0331 株式会社ジャパン・ゼネラル貿易 
〒454-0011 名古屋市中川区山王 1-9-34  

TEL : 052-323-7330   FAX : 052-321-3543 

URL : http:/www.jgt.info 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :愛知銀行松葉町支店 岐阜信用金庫八田支店 

卸 :自動車用工具, 自動車補修用品 

出 :自動車用アクセサリー, 雑貨, 産業用廃水処理装置,  

食料品, 化粧品類（欧州, 東南アジア諸国） 

入 :自動車部品, 雑貨, 自動車補修用品, 鉄道建設資材 

（東南アジア諸国, 欧州, 米国, 中国） 

ブ :QUIK-STEEL,ｸｲｯｸｽﾁｰﾙ  

 

0332 ジャパンマシナリー株式会社 名古屋支店 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 

TEL : 052-201-6971   FAX : 052-203-4728 

URL : http://www.japanmachinery.com 

資本金 : 4,480万円   従業員数 : 225人(24人) 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店  

卸 :エアモーター, 圧力スイッチ, ポンプ, 真空ポンプ,  

ダイアフラムポンプ, プランジャーポンプ,  

温度センサー, 赤外線温度計, 屈折率計,  

コンプレッサー, バルブ, クランピングスリーブ,  

パーティクルカウンター, 粉粒体搬送機器, レベル計, 

流量計, 粘度計, 計測機器, 分析機器, 機械 

出 :エアモーター, 圧力スイッチ, ポンプ, 真空ポンプ,  

ダイアフラムポンプ, プランジャーポンプ,  

温度センサー, 赤外線温度計, 屈折率計,  

コンプレッサー, バルブ, クランピングスリーブ,  

パーティクルカウンター, 粉粒体搬送機器, レベル計,  

流量計, 粘度計, 計測機器, 分析機器, 機械 

（アジア諸国, ロシア, 米国, 欧州） 

入 :エアモーター, 圧力スイッチ, ポンプ, 真空ポンプ,  

ダイアフラムポンプ, プランジャーポンプ,  

温度センサー, 赤外線温度計, 強度測定器,  

コンプレッサー, バルブ, クランピングスリーブ,  

パーティクルカウンター, 粉粒体搬送機器, レベル計,  

流量計, 粘度計, 計測機器, 分析機器 

（米国, イタリア, ドイツ, フランス, 英国, 欧州） 

ブ :Supervisco,LSA  

進 :米国, 中国, シンガポール, イタリア, ロシア 

 

0333 重機商工株式会社 
〒464-0850 名古屋市千種区今池 5-34-17  

http://www.cbc.co.jp/
http://www.shima-tra.co.jp/
http://www.shachihata.co.jp/
http://www.artlineworld.com/
https://www.alpen-group.jp/
http://www.jcct.co.jp/
http://www.jgt.info/
http://www.japanmachinery.com/
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TEL : 052-741-1211   FAX : 052-733-1238 

URL : http:/www.jskk.com 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :愛知銀行今池支店 瀬戸信用金庫今池支店 

小 :建設機械, 土木機械, ソーラー発電用機器, 空調機器 

出 :中古土木関連機材（中国, 東南アジア諸国） 

 

0334 ジュエル商事株式会社 
〒451-0042 名古屋市西区那古野 1-14-18  

那古野ビル北館 203 

TEL : 052-569-1125   FAX : 052-569-1127 

URL : http:/www.jewel-japan.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人(1人) 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

三菱ＵＦＪ銀行東支店 

卸 :家庭用品, 台所用品, インテリア用品, 文具,  

ギフト用品 

出 :ディナーセット（陶磁器製）, 台所用品（陶磁器製）,  

ギフト用品, 家庭用品, 食卓用品（ガラス製） 

 （米国, ベルギー, フランス, スイス, ドイツ, 英国,  

イタリア, 豪州, ニュージーランド, フィンランド, 

 スウェーデン, 中国, 台湾） 

入 :台所用品, テーブルリネン, ギフト用品,  

インテリア用品, 文具（欧州, インドネシア, 米国） 

ブ :J ｼﾞｭｴﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ,克ｼﾞｬﾊﾟﾝ  

進 :インドネシア, 台湾, 中国 

 

0335 株式会社守隨本店 
〒454-0059 名古屋市中川区福川町 3-1  

TEL : 052-361-1511   FAX : 052-361-1613 

URL : http:/www.shuzui.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 36人(9人) 

設立年 : 1658年 

取引銀行 :愛知銀行金山支店 名古屋銀行上前津支店 

製 :計量器 

出 :計量器, 計量器用部品 

（ベトナム, 中国, 東南アジア諸国） 

入 :計量器, 計量器用部品 

（韓国, 中国, ベトナム, 米国, イタリア） 

進 :ベトナム 

 

0336 株式会社ジュトク 
〒440-0862 豊橋市向山大池町 4-12  

TEL : 0532-63-5511   FAX : 0532-63-5513 

URL : http:/www.jutoku.co.jp 

資本金 : 3,500万円   従業員数 : 14人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

豊橋信用金庫本店営業部 

製 :帽子, エプロン, アパレル 

入 :帽子, エプロン, アパレル（中国, 台湾） 

 

0337 株式会社ジュニア― 
〒453-8512 名古屋市中村区黄金通 5-28  

TEL : 052-997-0822   FAX : 052-482-0892 

URL : http:/www.junior.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 178人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業所  

りそな銀行名古屋支店 

製 :婦人服 

出 :反物, ファスナー, ボタン（中国, ベトナム） 

入 :婦人服（中国, ベトナム） 

ブ :MISSEL,LOBJIE  

 

0338 春暁陶器株式会社 
〒480-1207 瀬戸市品野町 1-94  

TEL : 0561-42-0101   FAX : 0561-41-1235 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 23人 

設立年 : 1803年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫品野支店  

製 :食卓用品（陶磁器製）, 耐熱食器, 給食用食器 

ブ :ｸﾘｽﾄﾊﾞﾗｲﾄ  

 

0339 松栄工業株式会社 
〒452-0914 清須市土器野南中野 447  

TEL : 052-400-4181   FAX : 052-409-4513 

URL : http:/www.shoei-kogyo.net 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :名古屋銀行枇杷島通支店  

三菱ＵＦＪ銀行尾張新川支店 

製 :研磨用バフ 

出 :研磨用バフ, 研磨剤（中国, ベトナム, インドネシア,  

台湾, 韓国, タイ, フィリピン, マレーシア, 米国） 

入 :研磨用バフ, 研磨ベルト, 研磨剤（中国, ベトナム） 

ブ :ﾘｯﾌﾟﾙ,SR(SONG RONG)  

進 :中国, ベトナム 

 

0340 庄 司 株式会社 
〒481-0012 北名古屋市久地野牧野 68  

TEL : 0568-22-8131   FAX : 0568-22-8267 

URL : http:/www.shojico.com 

資本金 : 1,900万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1898年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          大垣共立銀行師勝支店 

製 :綿ボロ, 不織布, 中古衣料 

出 :綿ボロ, 中古衣料 

（カンボジア, パキスタン, マレーシア） 

入 :綿ボロ, おしぼり 

（米国, オランダ, ベルギー, パキスタン, 中国） 

進 :マレーシア, タイ 

 

0341 株式会社昌新 名古屋支店 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 2-41-20  

TEL : 052-581-7291   FAX : 052-581-7290 

URL : http://www.shoshin.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 90人(13人) 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行室町支店  

名古屋銀行名古屋駅前支店 

卸 :航空機部品, 電子計算機部品, 事務機器部品,  

電子機器, 電子部品, 電子計測器, 工業用資材 

出 :計測器用アクセサリー, 計測器用回転台（韓国） 

入 :計測器, 電子部品, 電気機器部品, 航空機関連機器,  

宇宙飛行体関連機器, 航空・宇宙関連機器部品,  

コンピュータ関連機器（米国, 英国, 台湾, ドイツ） 

 

0342 株式会社城東製作所 
〒484-0894 犬山市大字羽黒字竹ノ腰 49-2  

TEL : 0568-67-5656   FAX : 0568-67-7531 

URL : http:/www.joto-sei.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :大垣共立銀行田県支店 東濃信用金庫犬山支店 

http://www.jskk.com/
http://www.jewel-japan.com/
http://www.shuzui.jp/
http://www.jutoku.co.jp/
http://www.junior.co.jp/
http://www.shoei-kogyo.net/
http://www.shojico.com/
http://www.shoshin.co.jp/
http://www.joto-sei.co.jp/
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製 :金属加工部品 

出 :産業機械部品（中国） 

入 :切削工具, 機械用刃物, 治具部品 

   （スウェーデン, 中国） 

 

0343 株式会社昭和電機製作所 
〒486-0908 春日井市西屋町字中新田 84番地  

TEL : 0568-31-2531   FAX : 0568-32-9408 

URL : http:/www.showa-e.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 99人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :大垣共立銀行小牧支店  

          三菱ＵＦＪ銀行勝川支店 

製 :制御機器 

出 :制御機器 

（中国, 韓国, 台湾, インド, マレーシア,  

インドネシア, タイ, ベトナム, 米国, イタリア） 

入 :モーター, 電子部品（韓国, 台湾, 中国） 

ブ :Showa Electric  

進 :中国, 韓国, 台湾, 米国, イタリア 

 

0344 ショーシンＥＭ株式会社 
〒444-0241 岡崎市赤渋町蔵西 1-14  

TEL : 0564-54-1231   FAX : 0564-54-3207 

URL : http://www.shoshinem.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人(2人) 

設立年 : 1977年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          岡崎信用金庫六ツ美支店 

卸 :顕微鏡関連機器, バイオテクノロジー関連機器,  

基礎医学研究機器 

入 :マイクロピペット・プラー, パッチクランプシステム,  

マイクロマニピュレーター, マイクロフォージ,  

ＣＭＯＳカメラ, ＳＣＭＯＳカメラ 

（米国, ドイツ, 英国, オランダ, イタリア） 

 

0345 有限会社白鳥機械 
〒462-0012 名古屋市北区楠 1-119  

TEL : 052-902-3969   FAX : 052-902-5438 

URL : http:/www.shiratori-fmc.com 

資本金 : 500万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :愛知銀行楠町支店 十六銀行楠町支店 

卸 :フォークリフト, 中古フォークリフト,  

    タイヤショベル, パワーショベル, 特殊用途自動車 

出 :中古フォークリフト, パワーショベル,  

    特殊用途自動車, クレーン車（マレーシア, タイ,  

    オランダ,ギリシア, 韓国, 台湾, イタリア, ロシア, 

    アラブ首長国連邦） 

入 :タイヤ（ゴム製）, フォークリフト用爪（中国） 

   【2017年度調査回答】 

 

0346 シロキクリエイトサービス株式会社 
〒442-0001 豊川市千両町下野市場 35-1  

TEL : 0533-84-3824   FAX : 0533-84-6600 

URL : http://www.shiroki-c-s.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 2006年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊川支店  

          りそな銀行名古屋支店 

卸 :工具, 燃料, 高圧ガス 

入 :ケーブルアッセンブリー,  

    ウインドレギュレーター部品, 自動車用シート部品 

   （韓国, 米国, ドイツ） 

0347 シロキ工業株式会社 
〒442-8501 豊川市千両町下野市場 35-1  

TEL : 0533-93-1250   FAX : 0533-84-5512 

URL : http:/www.shiroki.co.jp 

資本金 : 746,000万円   従業員数 : 2,615人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ信託銀行 りそな銀行 

製 :自動車部品 

出 :自動車部品 

（米国, 中国, タイ, 韓国, マレーシア, インド, 台湾, 

インドネシア, 南アフリカ共和国, ブラジル） 

入 :自動車部品（ドイツ, フィリピン, 韓国） 

進 :米国, 中国, タイ, インドネシア, インド 

 

0348 新栄機工株式会社 
〒463-8501 名古屋市守山区中志段味南原 2646  

TEL : 052-736-3925   FAX : 052-736-2158 

URL : http:/www.j-skk.co.jp 

資本金 : 7,500万円   従業員数 : 91人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行守山支店  

製 :食器製造機械, 樹脂基板用ラミネート装置,  

樹脂基板用乾燥ライン 

出 :食器製造機械, 樹脂基板用ラミネート装置 

（英国, インドネシア, フィリピン, マレーシア,  

 バングラデシュ, 韓国, メキシコ, 中国, 米国） 

ブ :SKK  

 

0349 有限会社信栄商会 
〒448-0007 刈谷市東境町緑ヶ丘 1-1  

TEL : 0566-35-0073   FAX : 0566-35-0093 

URL : http:/www.shineishokai.com 

資本金 : 300万円   従業員数 : 14人 

設立年 : 1999年 

取引銀行 :岡崎信用金庫 豊田信用金庫 

卸 :中古自動二輪車, 中古自動車 

出 :中古自動二輪車, 中古自動車 

（アラブ首長国連邦, カンボジア, 香港, ウガンダ,  

ナイジェリア, ドミニカ共和国, スリランカ,  

サウジアラビア, タンザニア, ウクライナ, ロシア,  

イラク, モロッコ, ミャンマー） 

 

0350 シンク化学工業株式会社 
〒481-0041 北名古屋市九之坪鴨田 95  

TEL : 0568-23-5551   FAX : 0568-23-3169 

URL : http://www.think-chem.co.jpabout 

資本金 : 7,246万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店 中京銀行浄心支店 

製 :ウレタン接着剤, ウレタン樹脂発泡材料, ウレタン 

エラストマー用プレポリマー, フローリング用接着剤, 

ゴムチップバインダー, 塩化ビニル用接着剤,  

モルタル用プライマー, 建材用プライマー, ウレタン,  

防水剤 

出 :ウレタン接着剤, ウレタン樹脂発泡材料 

（韓国, 台湾, インドネシア） 

入 :ポリエーテルポリオール, トルエンジイソシアネイト,  

 ポリメリックＭＤＩ, 可塑剤, 溶剤 

 （韓国, 中国, 米国, ドイツ, フランス） 

ブ :ｼﾝｸﾎﾞﾝﾄﾞ,ｼﾝｸﾚｼﾞﾝ  

 

0351 新光技研株式会社 
〒497-0036 海部郡蟹江町須成西 6-92  

TEL : 0567-96-5300   FAX : 0567-96-5354 

http://www.showa-e.co.jp/
http://www.shoshinem.com/
http://www.shiratori-fmc.com/
http://www.shiroki-c-s.co.jp/
http://www.shiroki.co.jp/
http://www.j-skk.co.jp/
http://www.shineishokai.com/
http://www.think-chem.co.jpabout/


- 95 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

URL : http:/shinkoh-g.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1984年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行蟹江支店  

          桑名信用金庫蟹江支店 

製 :省力化機械装置, 自動機械, ロボット装置 

出 :省力化機械装置, 機械部品（中国, 韓国） 

入 :工作機械, 機械部品（中国, 台湾） 

ブ :ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ,ｺﾝﾃﾅﾐｷｻｰ  

 

0352 株式会社伸光テクノス 
〒491-0043 一宮市真清田 1-1-20  

TEL : 0586-28-9461   FAX : 0586-24-4502 

URL : http:/shinko-mfg.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1996年 

製 :環境廃棄物処理装置 

出 :環境廃棄物処理装置 

（中国, インドネシア, ベトナム, スリランカ, タイ, 

 エジプト, 台湾） 

入 :環境廃棄物処理装置, 油化装置, 加水分解装置 

（ベトナム, 中国） 

進 :中国, 韓国, インドネシア, タイ, 米国 

 

0353 神星工機株式会社 
〒470-1203 豊田市幸町公文所 10-1  

TEL : 0565-21-1666   FAX : 0565-21-2926 

URL : http:/www.shinsei-koki.co.jp 

資本金 : 4,250万円   従業員数 : 195人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊田南支店  

豊田信用金庫上郷支店 

製 :自動車用シフトレバー 

出 :自動車用シフトレバー部品（タイ） 

入 :自動車用シフトレバー部品（タイ） 

進 :タイ 

 

0354 新星工業株式会社 
〒454-0921 名古屋市中川区中郷 4-75  

TEL : 052-351-0501   FAX : 052-352-1330 

URL : http://www.shinsei-kogyo.co.jp 

資本金 : 37,000万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :北國銀行名古屋支店 北陸銀行金山橋支店 

製 :硬鋼線, ＣＨ鋼線, 合金鋼線, ステンレス鋼線,  

ピアノ線 

出 :ＣＨ鋼線, 合金鋼線, ステンレス鋼線（台湾, タイ） 

 

0355 株式会社シンテックホズミ 
〒470-0217 みよし市根浦町五丁目 3番地 1  

TEL : 0561-35-5600   FAX : 0561-35-5678 

URL : http:/www.shcl.co.jp 

資本金 : 35,000万円   従業員数 : 410人 

設立年 : 1992年 

取引銀行 :名古屋銀行豊田営業所  

          三菱ＵＦＪ銀行豊田支店 

製 :自動車生産用設備, 治具, 物流機器, 電気機器,  

検査機器 

出 :検査機器, 電気機器, 物流機器 

（中国, 米国, 英国, マレーシア, トルコ, タイ,  

ベトナム, フィリピン, インド, カナダ,  

アルゼンチン） 

入 :電子部品用基板（中国） 

ブ :SILPS,Tecpo  

進 :中国 

 

0356 株式会社 新 東 
〒444-8543 岡崎市錦町 4 番地 17  

TEL : 0564-21-2255   FAX : 0564-21-2248 

URL : http:/www.shinto.co.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 58人(13人) 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :名古屋銀行岡崎支店 三井住友銀行岡崎支店 

卸 :溶接用機器, 産業用ロボット, 機械工具, 高圧ガス 

出 :溶接材料, 溶接機（インドネシア） 

進 :インドネシア 

 

0357 新 東 株式会社 
〒444-1314 高浜市論地町 4-7-2  

TEL : 0566-53-2631   FAX : 0566-52-2217 

URL : http://www.shintokawara.co.jp 

資本金 : 41,290万円   従業員数 : 171人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :岡崎信用金庫高浜支店  

          三菱ＵＦＪ銀行高浜支店 

製 :瓦 

出 :瓦（台湾, 香港, シンガポール, ブルネイ,  

フィリピン, 米国, 中国, 英国） 

入 :瓦, 耐火物, 防水シート 

（タイ, マレーシア, 台湾, 米国） 

ブ :SHINTO,CERAM  

 

0358 新東工業株式会社 
〒450-6424 名古屋市中村区名駅三丁目 28-12  

大名古屋ビル 24階 

TEL : 052-582-9217   FAX : 052-586-2279 

URL : http:/www.sinto.co.jp 

資本金 : 575,222万円   従業員数 : 1,649人 

設立年 : 1934年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :鋳造機, 表面処理装置, 集塵機, 産業用廃水処理装置,  

スチールショット, スチールグリット, 投射材,  

研磨メディア, 耐摩耗鋳物, 検査機器, 測定機器,  

成形機（ゴム・プラスチック用）, 金型用材料 

出 :鋳造機, 表面処理装置, 集塵機, スチールショット 

（中国, 台湾, 韓国, カナダ, 米国, メキシコ, タイ,  

インドネシア, マレーシア, シンガポール, ベトナム,  

フィリピン, ブラジル, トルコ, インド） 

入 :鋳造機, 鋳造機部品, 表面処理装置 

（中国, 台湾, 韓国, ドイツ） 

ブ :sinto  

進 :中国, 台湾, 韓国, 米国, メキシコ, ドイツ,  

ブラジル, タイ, インド, インドネシア, オーストリア 

 

0359 新日工業株式会社 
〒441-0304 豊川市御津町佐脇浜 2号地 1-6  

TEL : 0533-75-3760   FAX : 0533-77-1056 

URL : http:/www.shinnichi-kg.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 300人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :愛知銀行蒲郡支店 三菱ＵＦＪ銀行蒲郡支店 

製 :自動車部品, 精密機械部品 

出 :トランスミッション制御部品（タイ, 中国） 

進 :タイ, 中国 

 

0360 新日本化学工業株式会社 
〒446-0063 安城市昭和町 19-10  

TEL : 0566-76-5171   FAX : 0566-75-0010 

http://shinkoh-g.com/
http://shinko-mfg.co.jp/
http://www.shinsei-koki.co.jp/
http://www.shinsei-kogyo.co.jp/
http://www.shcl.co.jp/
http://www.shinto.co.jp/
http://www.shintokawara.co.jp/
http://www.sinto.co.jp/
http://www.shinnichi-kg.co.jp/
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資本金 : 9,600万円   従業員数 : 110人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 碧海信用金庫本店 

製 :酵素 

出 :酵素（米国, 欧州, 中南米諸国, タイ, 豪州） 

入 :酵素（英国, タイ） 

ブ :Sumizyme  

 

0361 シンフォニー株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-19-25 MS桜通ビル 4F 

 TEL : 052-265-7711   FAX : 052-265-7712 

URL : http:/www.symphony-com.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 2000年 

取引銀行 :りそな銀行赤門通支店  

名古屋銀行名古屋駅前支店 

製 :コンピュータ用ソフトウエア 

進 :中国 

 

0362 シンポ株式会社 
〒465-0015 名古屋市名東区若葉台 110  

TEL : 03-5959-6761   FAX : 03-5959-6830 

URL : http:/www.shinpo.co.jp 

資本金 : 63,930万円   従業員数 : 86人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :百五銀行上前津支店  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :ロースター, 無煙ロースター, スモークレスワゴン 

出 :ロースター, 無煙ロースター 

（東南アジア諸国, 北米諸国, 中米諸国, 北欧諸国,  

中東諸国） 

進 :中国, 米国 

   【2017年度調査回答】 

 

0363 親和貿易株式会社 
〒461-0025 名古屋市東区徳川 1-607  

TEL : 052-935-1961   FAX : 052-937-6681 

URL : http:/shinwa-trading.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 中京銀行大曽根支店 

卸 :絨毯等, 水栓金具 

出 :陶器, 食卓用品（陶磁器製）, 家庭用品 

（台湾, 中国, 韓国） 

入 :絨毯等, 住宅設備機器, 金属加工部品, 衛生陶器 

（中国, 韓国, 台湾, アラブ首長国連邦, インド,  

パキスタン） 

 

0364 株式会社末廣堂 
〒451-0044 名古屋市西区菊井 1-1-8  

TEL : 052-562-0135   FAX : 052-571-1011 

URL : http:/www.suehirodo-sensu.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1912年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :扇子, 団扇 

入 :扇子骨竹材（中国, 台湾） 

 

0365 株式会社杉浦製作所 
〒444-0393 西尾市寺津町宮越 22  

TEL : 0563-59-6505   FAX : 0563-59-8747 

URL : http:/www.ssc-ltd.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 570人 

設立年 : 1939年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :自動車部品, ナット, ボルト, プラグ 

出 :自動車部品, ナット, ボルト, プラグ 

（米国, インドネシア, 中国, ドイツ） 

進 :米国, 中国, ドイツ, インドネシア 

 

0366 スギ製菓株式会社 
〒447-0857 碧南市大浜上町 3-85-1  

TEL : 0566-45-2020   FAX : 0566-45-2021 

URL : http:/www.sugiseika.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 280人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :十六銀行碧南支店  

          愛知県中央信用組合大浜支店 

製 :煎餅 

出 :煎餅（香港, 台湾, タイ, シンガポール, 中国） 

ブ :えびせん家族,えびせんべい共和国  

 

0367 株式会社杉野商店 
〒451-0042 名古屋市西区那古野 1-1-11  

TEL : 052-551-2151   FAX : 052-551-2156 

資本金 : 3,200万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

愛知銀行新道支店 

卸 :綿及び繰綿, 寝具, 落綿, 合繊綿, インテリア用品,  

ＰＥＴチップ, 衛生材料 

出 :綿及び繰綿, 落綿, ＰＥＴチップ, 衛生材料 

（英国, ベルギー, ドイツ, インド, 韓国, 中国,  

台湾, タイ） 

入 :綿及び繰綿, 落綿, 合繊綿, 綿織物, 衛生材料 

（インド, 米国, インドネシア, メキシコ, 英国,  

韓国, ドイツ, パキスタン） 

 

0368 株式会社スギノプレス 
〒489-0975 瀬戸市山の田町 231  

TEL : 0561-83-1111   FAX : 0561-83-8865 

URL : http:/www.sugino-press.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 86人 

設立年 : 1978年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店  

商工組合中央金庫熱田支店 

製 :自動車部品 

出 :自動車部品（タイ） 

入 :自動車部品（タイ） 

進 :タイ 

 

0369 スギムラ化学工業株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1-12-4  

TEL : 052-211-6000   FAX : 052-220-1665 

URL : http://www.sugimura-chem.jp 

資本金 : 6,600万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

製 :防錆油, 酸洗腐蝕抑制剤, プレス加工油, 切削油 

出 :防錆油, 酸洗腐蝕抑制剤, プレス加工油, 切削油 

（米国, 東南アジア諸国, 韓国, 英国, ドイツ,  

ブラジル） 

入 :防錆油, 酸洗腐蝕抑制剤, プレス加工油, 切削油 

（台湾, 米国, 英国, 中国） 

進 :米国, 台湾, 中国, タイ, 英国, インドネシア,  

ドイツ, ブラジル 

http://www.symphony-com.co.jp/
http://www.shinpo.co.jp/
http://shinwa-trading.jp/
http://www.suehirodo-sensu.co.jp/
http://www.ssc-ltd.co.jp/
http://www.sugiseika.com/
http://www.sugino-press.co.jp/
http://www.sugimura-chem.jp/
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0370 株式会社杉本商事 
〒461-0003 名古屋市東区筒井 2-11-17  

TEL : 052-935-4147   FAX : 052-935-6796 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店  

商工組合中央金庫名古屋支店 

卸 :洋傘, 日傘 

入 :洋傘, 日傘（中国） 

 

0371 杉本屋製菓株式会社 
〒440-0856 豊橋市鍵田町 48  

TEL : 0532-53-6161   FAX : 0532-53-2150 

URL : http:/www.sugimotoya.co.jp 

資本金 : 6,400万円   従業員数 : 116人 

設立年 : 1915年 

取引銀行 :静岡銀行豊橋支店 三井住友銀行豊橋支店 

製 :ゼリー菓子, 羊かん, グミキャンディ 

出 :ゼリー菓子, 羊かん, グミキャンディ 

（韓国, 中国, 台湾, 香港, ロシア） 

 

0372 株式会社スギヤス 
〒444-1394 高浜市本郷町 4-3-21  

TEL : 0566-53-1862   FAX : 0566-53-1844 

URL : http:/www.bishamon.co.jp 

資本金 : 8,800万円   従業員数 : 380人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          岡崎信用金庫安城支店 

製 :車両用リフト, 階段昇降用リフト, 搬送機器,  

    福祉機器 

出 :車両用リフト, 階段昇降用リフト, 搬送機器,  

    福祉機器 

   （米国, 欧州, アジア諸国, 太洋州諸国, 中東諸国） 

入 :搬送機器, 福祉機器（ドイツ, スウェーデン, イタリア,  

オーストリア, 台湾） 

ブ :BISHAMON  

進 :米国, 台湾 

 

0373 スズキ＆アソシエイツ有限会社 
〒447-0035 碧南市中山町 3-35-2  

TEL : 0566-46-4700   FAX : 0566-46-4701 

URL : http:/www.customworld.jp 

資本金 : 300万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1998年 

取引銀行 :岡崎信用金庫高浜支店  

          三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 

卸 :工作用機器, 自動二輪車部品 

出 :工作用機器（米国, イタリア, 台湾, オーストリア） 

入 :自動二輪車部品, 工作用機器 

（米国, ドイツ, イタリア, 台湾） 

 

0374 鈴木魚探株式会社 
〒441-8007 豊橋市馬見塚町 12-1  

TEL : 0532-32-7511   FAX : 0532-32-7500 

URL : http://www.suzukiff.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :蒲郡信用金庫花田支店  

商工組合中央金庫豊橋支店 

製 :魚群探知機, ソナー, 作図（ＧＰＳ）装置 

出 :魚群探知機, ソナー, 作図（ＧＰＳ）装置 

（カナダ, 韓国, 中国, 台湾, ベトナム, タイ,  

ノルウェー, デンマーク, スウェーデン, 英国,  

フランス, スペイン, エジプト, アルジェリア,  

モロッコ, 南アフリカ共和国, イタリア, クロアチア, 

ギリシア, エクアドル, フィンランド, チュニジア） 

ブ :SUZUKI  

 

0375 株式会社鈴木商会 
〒454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺西尼ケ塚 202  

TEL : 052-432-8114   FAX : 052-432-4608 

URL : http://www.suzuki-syokai.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行中村支店  

三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

卸 :菓子, 駄菓子 

出 :菓子, 駄菓子, 食料品（香港, 台湾, 韓国, 米国） 

 

0376 鈴木特殊鋼株式会社 
〒470-1215 豊田市広美町北繁 81-1  

TEL : 0565-21-1411   FAX : 0565-21-2322 

URL : http:/www.suzuki-steel.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 23人 

設立年 : 1962年 

取引銀行 :岡崎信用金庫本町支店  

卸 :特殊鋼, 鉄鋼, アルミニウム及びその製品,  

銅及びその製品, 金属製品 

出 :アルミニウム及びその製品, 特殊鋼, 非鉄金属製品 

（ベトナム, 台湾） 

入 :鋳物製品, アルミニウム及びその製品, 鉄鋼,  

非鉄金属（中国, 韓国, 台湾, ベトナム） 

進 :ベトナム 

 

0377 株式会社スズケン 
〒461-8701 名古屋市東区東片端町 8番地  

TEL : 052-709-7787   FAX : 052-703-0915 

URL : http:/www.suzuken.co.jp 

資本金 : 1,354,600万円   従業員数 : 4,448人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

みずほ銀行名古屋営業部 

卸 :医薬品 

出 :心電計, 血圧計（米国, 中国, 欧州, アジア諸国,  

中東諸国, アフリカ諸国） 

入 :医療器具（中国） 

ブ :KENZ  

進 :中国 

 

0378 鈴秀工業株式会社 
〒459-8001 名古屋市緑区大高町南関山 35  

TEL : 052-623-3221   FAX : 052-623-5616 

URL : http://www.suzuhide.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 322人(195人) 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋支社  

三井住友銀行名古屋法人第２部 

製 :引抜みがき棒鋼, 冷間圧造用鋼線, ボールねじ,  

冷間圧造品, センターレス製品, ピーリング製品 

進 :中国 

 

0379 スズラン株式会社 
〒462-0023 名古屋市北区安井 4-1-29  

TEL : 052-981-8501   FAX : 052-981-8504 

URL : http:/www.suzuran-corp.co.jp 

資本金 : 4,955万円   従業員数 : 61人 

設立年 : 1958年

http://www.sugimotoya.co.jp/
http://www.bishamon.co.jp/
http://www.customworld.jp/
http://www.suzukiff.co.jp/
http://www.suzuki-syokai.co.jp/
http://www.suzuki-steel.co.jp/
http://www.suzuken.co.jp/
http://www.suzuhide.co.jp/
http://www.suzuran-corp.co.jp/
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取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

名古屋銀行黒川支店 

卸 :脱脂綿, ガーゼ, マスク, ハンカチ, 化粧綿 

出 :化粧綿, ハンカチ, マスク 

（香港, 中国, 台湾, 米国, シンガポール, 韓国） 

入 :脱脂綿, ガーゼ, 包帯, マスク, ハンカチ, 化粧綿,  

酒精綿（中国） 

ブ :Lily Bell,ﾍﾞﾝﾘｰ  

進 :中国, ベトナム 

 

0380 株式会社スター精機 
〒480-0132 丹羽郡大口町秋田 3-133  

TEL : 0587-95-7572   FAX : 0587-95-7573 

URL : http:/www.starseiki.com 

資本金 : 246,900万円   従業員数 : 330人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小牧支店  

          大垣共立銀行高辻支店 

製 :製品取出しロボット, 工場自動化(ＦＡ)機器 

出 :製品取出しロボット, 工場自動化(ＦＡ)機器 

（米国, 欧州, 東南アジア諸国, 南米諸国, 豪州, 中国, 

香港, 韓国） 

入 :ロボット部品, ロボット（韓国, 香港, 中国） 

ブ :STAR,Eins  

進 :米国, イタリア, 台湾, シンガポール, マレーシア,  

香港, 韓国, タイ, インドネシア, ブラジル, 中国,  

フィリピン, 英国, ベトナム, インド 

 

0381 株式会社スパイス 
〒468-0001 名古屋市天白区植田山 4丁目 1101-1  

TEL : 052-861-8941   FAX : 052-861-8951 

URL : http:/www.spice.or.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 65人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店  

          碧海信用金庫天白支店 

卸 :雑貨, インテリア用品, 園芸資材, 家具, アパレル 

出 :雑貨, インテリア用品, 園芸資材, 家具, アパレル 

（台湾, 米国, 韓国, 豪州） 

入 :園芸資材, 雑貨, インテリア用品 

（中国, フィリピン, 香港, 台湾, インドネシア,  

 米国） 

ブ :ｽﾊﾟｲｽ  

進 :米国 

 

0382 スペースシステムズ株式会社 
〒452-0839 名古屋市西区見寄町 123番地  

TEL : 052-505-1811   FAX : 052-505-1812 

URL : https:/www.spacesystems.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店  

岐阜信用金庫名古屋支店 

製 :印刷用機材 

出 :パッド印刷機, スクリーン印刷機 

（中国, タイ, ベトナム, 東南アジア諸国） 

入 :特殊印刷用インキ, 印刷機械部品 

（中国, ドイツ, フランス, 米国） 

ブ :SPACE  

 

0383 スミス・インターナショナル・ジャパン株式会社 
〒464-0094 名古屋市千種区赤坂町一丁目 69番 3号  

TEL : 052-711-2071   FAX : 052-711-2072 

URL : http:/www.jsmithinternational.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :中京銀行大曽根支店  

出 :台所用品（陶磁器製）, 家庭用品雑貨（陶磁器製）,  

漆器（木製）, 漆器（プラスチック製）, ギフト用品,  

プレミアム商品, 家庭用品, 台所用品, ホテル用品,  

レストラン用品（米国, カナダ, ＥＵ, 香港,  

東南アジア諸国, 中東諸国） 

入 :陶磁器製品, ギフト用品, 家庭用品, 台所用品,  

ホテル用品（米国, ＥＵ, 東南アジア諸国） 

ブ :ecotowel,J-Art  

進 :米国 

 

0384 住友重機械工業株式会社  

ＰＴＣ事業部ギアモーター統括部ギアモータ部 
〒474-8501 大府市朝日町 6-1  

TEL : 0562-48-5218   FAX : 0562-48-8947 

URL : http:/www.sumitomodrive.com 

資本金 : 3,087,165万円   従業員数 : 21,017人 

設立年 : 1934年 

取引銀行 :三井住友銀行  

製 :減速機, 変速機, 伝導装置 

出 :減速機, 変速機, 伝導装置, 伝導装置部品 

 （米国, カナダ, メキシコ, ブラジル, アルゼンチン,  

チリ, 中南米諸国, ドイツ, 英国, フランス,  

スウェーデン, イタリア, スペイン, オランダ,  

南アフリカ共和国, 中国, 韓国, 台湾, シンガポール, 

タイ, マレーシア, インド, インドネシア, 豪州,  

ニュージーランド, ベトナム, 香港, オーストリア） 

入 :伝導装置部品, モーター（中国, ベトナム） 

ブ :Sumitomo Drive Tech.  

進 :カナダ, 米国, メキシコ, チリ, 中国, 韓国,  

シンガポール, 台湾, マレーシア, インドネシア,  

豪州, ニュージーランド, ドイツ, 英国, フランス,  

イタリア, スウェーデン, スペイン, ベトナム, 香港,  

ブラジル, アルゼンチン, タイ, インド 

 

0385 株式会社セイコードー 
〒461-0003 名古屋市東区筒井町 4-38  

TEL : 052-933-9771   FAX : 052-933-0587 

URL : http://www.seikodonet.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 27人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 愛知銀行田代本通支店 

製 :航空機手荷物タグ, 改ざん防止ラベル, ＴＳＡ対応 

セキュリティーシール 

出 :（米国, 香港） 

入 :航空機手荷物タグ, 改ざん防止ラベル 

（中国, マレーシア, タイ, 豪州, イタリア） 

進 :中国 

 

0386 合資会社瀬尾製額所 
〒453-0804 名古屋市中村区黄金通 6-4  

TEL : 052-451-4518   FAX : 052-451-2656 

URL : https:/www.seo.co.jp 

資本金 : 350万円   従業員数 : 29人 

設立年 : 1915年 

取引銀行 :中京銀行中村支店  

三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

製 :額縁（木製）, モールディング, 鏡フレーム 

出 :マット（米国） 

入 :モールディング, 額縁（木製） 

（イタリア, マレーシア, ベトナム, 中国,  

インドネシア, 韓国）

http://www.starseiki.com/
http://www.spice.or.jp/
https://www.spacesystems.co.jp/
http://www.jsmithinternational.com/
http://www.sumitomodrive.com/
http://www.seikodonet.com/
https://www.seo.co.jp/
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ブ :SEO FRAME,SEO MOLDING  

 

0387 積水ナノコートテクノロジー株式会社 
〒443-8623 蒲郡市浜町 36  

TEL : 0533-68-4666   FAX : 0533-68-0108 

URL : http:/www.sekisuinct.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 75人 

設立年 : 1931年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行蒲郡支店  

          蒲郡信用金庫府相支店 

製 :染色加工, 機能性フィルム加工 

出 :染色加工, 機能性フィルム 

（スイス, イタリア, ドイツ, 台湾, 韓国, 中国, 米国） 

ブ :Masa,TESORO  

 

0388 株式会社セキソー 
〒444-0911 岡崎市日名北町 1-3  

TEL : 0564-25-2121   FAX : 0564-22-6139 

URL : http:/www.sekiso.co.jp 

資本金 : 5,700万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋法人営業部  

製 :自動車用内装品, 自動車用外装品 

出 :自動車部品用不織布材 

ブ :ﾎﾟｰﾗｽﾀﾞｸﾄ,高性能吸音材  

進 :米国, インドネシア, トルコ, フランス, 中国 

 

0389 株式会社セキデン春日井工場 
〒480-0303 春日井市明知町 1423-78  

TEL : 0568-93-1330   FAX : 0568-93-1331 

URL : http:/WWW.sekiden.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 300人(70人) 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :百五銀行関支店 三菱ＵＦＪ銀行四日市支社 

製 :車載用ハーネス, コイル, ソレノイド 

出 :車載用ハーネス, コイル, ソレノイド（中国, タイ） 

入 :車載用ハーネス, コイル, ソレノイド（中国, タイ） 

進 :中国, タイ 

   【2017年度調査回答】 

 

0390 関戸機鋼株式会社 
〒467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通り 3-13  

TEL : 052-851-9161   FAX : 052-842-1307 

URL : http:/www.sekido.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 77人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

日本政策金融公庫熱田支店 

製 :冷間鍛造品, 精密金属加工部品, ロストワックス加工 

出 :冷間鍛造品, 精密金属加工部品（米国, 中国） 

入 :冷間鍛造品, ねじ（東南アジア諸国, 米国） 

進 :米国, 中国 

 

0391 関谷醸造株式会社 
〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字町浦 22  

TEL : 0536-62-0505   FAX : 0536-62-1556 

URL : http:/www.houraisen.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 52人 

設立年 : 1999年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行田口特別出張所  

豊田信用金庫稲武支店 

製 :日本酒（清酒）, 焼酎, リキュール 

出 :日本酒（清酒）, リキュール 

（米国, 中国, 韓国, フランス, 英国, 豪州, カナダ,  

香港, タイ, マレーシア, シンガポール, オランダ,  

台湾, ベトナム） 

ブ :蓬莱泉,一念不動  

 

0392 セトクラフト株式会社 
〒489-0895 瀬戸市塩草町 98  

TEL : 0561-21-4121   FAX : 0561-85-4121 

URL : http:/www.setocraft.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 26人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 

製 :インテリア用品, エクステリア用品, 陶磁器製品,  

日用品雑貨 

入 :インテリア用品, エクステリア用品, 陶磁器製品,  

日用品雑貨（タイ, 中国, ベトナム, フィリピン） 

ブ :SETO CRAFT  

 

0393 ゼット工業株式会社 
〒463-0070 名古屋市守山区新守山 3404  

TEL : 052-793-2205   FAX : 052-795-1636 

URL : http:/www.kyowa-z.co.jp 

資本金 : 4,950万円   従業員数 : 43人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行守山支店  

          名古屋銀行茶屋坂支店 

製 :カートリッジフィルター, フィルターハウジング,  

フィルターバッグ, 活性炭フィルター 

出 :浄水器, 濾過機（液体用）, 濾過・浄化装置 

（アセアン諸国, 欧州, 米国） 

入 :カートリッジフィルター, 不織布, 濾過・浄化装置 

（韓国, 中国, ベトナム, 台湾, マレーシア） 

ブ :Z ﾌｨﾙﾀｰ  

 

0394 ゼネラルパッカー株式会社 
〒481-8601 北名古屋市宇福寺神明 65  

TEL : 0568-23-3111   FAX : 0568-22-3222 

URL : http:/www.general-packer.co.jp 

資本金 : 25,157万円   従業員数 : 173人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :りそな銀行赤門通支店  

          三菱ＵＦＪ銀行西春支店 

製 :給袋自動包装機, 製袋自動包装機,  

    ガス充填自動包装機, 特殊型包装機, 袋箱詰装置 

出 :給袋自動包装機, 製袋自動包装機,  

    ガス充填自動包装機, 特殊型包装機, 袋箱詰装置 

（米国, 豪州, インド, 中国, 韓国, 台湾, タイ,  

シンガポール, インドネシア, 東南アジア諸国,  

ブラジル, フランス, 南アフリカ共和国, ロシア,  

アルゼンチン, カナダ, ポーランド, 英国） 

進 :中国 

 

0395 世裕商事有限会社 
〒465-0082 名古屋市名東区神里 2-70  

TEL : 052-705-0678   FAX : 052-705-0062 

資本金 : 300万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1995年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大曽根支店  

卸 :農産物, 水産物, 焼海苔, キムチ, とうもろこし茶,  

焼塩, 韓国食品, 自転車用品, 玩具 

入 :切り花, バラ（切り花）, ユリ（切り花）, 菊（切り花）,  

チューリップ（切り花）, 生鮮野菜, 生鮮果実, 水産物, 

 健康食品（韓国） 

ブ :洪玉姫の手づくりｷﾑﾁ,Cycbell 

http://www.sekisuinct.co.jp/
http://www.sekiso.co.jp/
http://www.sekiden.co.jp/
http://www.sekido.co.jp/
http://www.houraisen.co.jp/
http://www.setocraft.co.jp/
http://www.kyowa-z.co.jp/
http://www.general-packer.co.jp/
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進 :韓国 

 

0396 株式会社セラミックジャパン 
〒480-1218 瀬戸市中品野町 60-4  

TEL : 0561-42-0182   FAX : 0561-41-1566 

URL : http:/www.ceramic-japan.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :  

製 :インテリア雑貨, テーブルウェアー(陶磁器製) 

出 :インテリア雑貨, テーブルウェアー(陶磁器製) 

（中国, デンマーク, 豪州, ドイツ, フランス, 米国） 

ブ :ceramic Japan  

 

0397 セントラルシティ商事株式会社 
〒463-0093 名古屋市守山区城土町 221-2  

TEL : 052-793-8731   FAX : 052-791-0521 

URL : http://www.centrad.co.jp/centrad 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

卸 :パスタ, オリーブ油, イタリア食材, 日用品雑貨,  

健康食品 

入 :パスタ, オリーブ油, イタリア食材 

（米国, イタリア, ドイツ, スイス） 

ブ :ｼｰﾌｧﾐﾘｰ,乳酸菌生産物質・ﾛｾﾞﾗｽ  

 

0398 扇 文 株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 3-10-33  

TEL : 052-231-5161   FAX : 052-202-1002 

資本金 : 6,300万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :十六銀行名古屋営業部 中京銀行本店 

卸 :繊維製品, 家具, 展示什器, インテリア用品 

入 :展示什器, 家具, インテリア用品 

（台湾, イタリア, 中国, シンガポール） 

ブ :裕華,YUKA  

 

0399 双日株式会社名古屋支店 
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-10-20  

アーバンネット伏見ビル 2F 

TEL : 052-202-3000   FAX : 052-202-3506 

URL : http:/www.sojitz.com 

資本金 : 16,033,900万円   従業員数 : 2,451人 

設立年 : 2003年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行本店 みずほ銀行本店 

卸 :総合商社 

出 :総合商社（世界各国） 

入 :総合商社（世界各国） 

進 :世界各国 

 

0400 双日マシナリー株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-20-17 KDX桜通ビル 3F 

TEL : 052-957-4057   FAX : 052-957-4078 

URL : http:/www.sojitz-mac.com 

資本金 : 150,000万円   従業員数 : 338人(47人) 

設立年 : 2004年 

取引銀行 :八十二銀行名古屋支店  

出 :マシニングセンター,  

    ピストンリング加工専用工作機械, ロボット, 

 両頭研削盤, センタレス研削盤, ダイカスト鋳造機 

（中国, ブラジル, ポルトガル, 米国, インド） 

入 :自動車部品, オイルフィルター（米国） 

ブ :ﾌｫﾙｽﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(ﾜｲﾝｾﾗｰ）  

進 :中国, タイ, インドネシア, メキシコ, ドイツ,  

    インド 

 

0401 曽我ガラス株式会社 
〒462-0812 名古屋市北区矢田町 1-3  

TEL : 052-981-3511   FAX : 052-981-3513 

URL : http:/www.sogaglass.co.jp 

資本金 : 9,900万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :食卓用品（ガラス製） 

出 :ガラス製品, 皿（ガラス製）, ボール（ガラス製）,  

花瓶（ガラス製）, 写真立て（ガラス製）, ガラス容器, 

ジョッキ（ガラス製）, ティーカップ（ガラス製）,  

キャンドルスタンド（ガラス製） 

（米国, 欧州, 中東諸国, 東南アジア諸国,  

太洋州諸国, 中南米諸国, 中国） 

入 :食卓用品（ガラス製）, クリスタルワイングラス,  

花瓶（ガラス製）（アラブ首長国連邦） 

ブ :SOGA JAPAN  

進 :アラブ首長国連邦 

 

0402 株式会社ＳＯＴＡＣ 
〒446-0066 安城市池浦町大山田上 2-584  

TEL : 0566-71-3381   FAX : 0566-71-3381 

URL : http://www.b-mall.ne.jp/company/sotac 

資本金 : 400万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 2007年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行安城支店  

卸 :断熱建材, ソーラーパネル, プリフォーム, 無電極 

ランプ, おしり洗浄器・ビデ, 粉粒体流量計,  

粉粒体用機器, 機械, 発電機, ＬＥＤ照明器具,  

ドライブレコーダー, 静電気防止アクセスフロア 

出 :おしり洗浄器・ビデ, 薄膜太陽電池, 機械, 発電機,  

伝統工芸品, 断熱材, 静電気防止アクセスフロア,  

超薄型断熱防水シート（世界各国） 

入 :断熱建材, ソーラーパネル, プリフォーム, 薄膜太陽 

電池（韓国, フランス, 米国, シンガポール,  

ベトナム, インドネシア） 

ブ :SOTAC,SOTAC BIDET  

 

0403 ソブエクレー株式会社 
〒455-0813 名古屋市港区新船町 2-1-4  

TEL : 052-654-1333   FAX : 052-654-1260 

URL : http:/www.sobueclay.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店  

大垣共立銀行名古屋支店 

製 :粉末タルク, 粉末軽焼マグネサイト 

入 :タルク, 軽焼マグネサイト, カオリン 

（中国, 米国, 豪州） 

ブ :SKK  

 

0404 大栄既製服株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目 10-10  

TEL : 052-201-8921   FAX : 052-201-8925 

URL : http://www.daieikiseifuku.com 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 76人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

製 :紳士服, スーツ（紳士用）, ジャケット（紳士用）,  

ズボン（紳士用）, コート（紳士用）, 礼服（紳士用）

http://www.ceramic-japan.co.jp/
http://www.centrad.co.jp/centrad
http://www.sojitz.com/
http://www.sojitz-mac.com/
http://www.sogaglass.co.jp/
http://www.b-mall.ne.jp/company/sotac
http://www.sobueclay.co.jp/
http://www.daieikiseifuku.com/
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出 :紳士服, スーツ（紳士用）（オランダ） 

入 :紳士服, スーツ（紳士用）, ジャケット（紳士用）,  

ズボン（紳士用）, コート（紳士用）, 礼服（紳士用）

（ミャンマー, バングラデシュ） 

ブ :YUKIKO HANAI HOMME,PINKY WOLMAN  

進 :ミャンマー, バングラデシュ 

 

0405 大榮産業株式会社 
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通 4-18  

TEL : 052-482-7235   FAX : 052-482-7249 

URL : http:/www.daiei-sangyo.co.jp 

資本金 : 30,300万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

卸 :自動車用ゴム製品, 自動車用樹脂製品, 銅板, 米粉,  

でん粉, ワイン, ビール, 米, 合成樹脂原料,  

合成樹脂リサイクル材 

出 :食料品, 酵素（ベトナム, シンガポール, タイ） 

入 :米粉調製品, 加工でん粉, ワイン, ビール 

（ベトナム, 中国, タイ, ドイツ, インドネシア,  

米国, フランス） 

進 :ベトナム, タイ, 中国 

 

0406 株式会社ダイカイ 
〒455-0847 名古屋市港区空見町 37  

TEL : 052-398-0440   FAX : 052-398-0441 

URL : http://www.nl-daikai.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 27人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店  

          名古屋銀行港支店 

卸 :マット, カゴ, スリッパ, クッション, 雑貨,  

マスコット 

入 :カゴ, クッション, マット, スリッパ, 陶磁器製品,  

雑貨（中国） 

ブ :ﾄﾞﾛﾜｰﾌﾟﾗｽ  

 

0407 ダイキョーオータ株式会社 
〒454-0839 名古屋市中川区篠原橋通 3-31  

TEL : 052-351-5111   FAX : 052-353-5376 

URL : http:/www.pointskyward.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 37人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾頭橋支店  

岐阜信用金庫八田支店 

製 :帽子, 衣料品 

出 :帽子材料, 繊維生地（ベトナム） 

入 :帽子, 衣料品（ベトナム） 

ブ :POINT SKYWARD,GLOBAL ST.RATEGY  

進 :ベトナム 

 

0408 大 弘 株式会社 
〒451-0033 名古屋市西区堀端町 5-19  

TEL : 052-521-8311   FAX : 052-531-0129 

URL : http:/www.taiko-ltd.co.jp 

資本金 : 1,800万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

大垣共立銀行黒川支店 

卸 :工業用接着剤, 植毛用パイル, 植毛機 

出 :工業用接着剤（カナダ, 米国） 

 

0409 株式会社太閤 
〒454-0011 名古屋市中川区山王 3-6-1  

TEL : 052-331-7286   FAX : 052-331-3944 

URL : http:/www.tk-fsc.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :愛知銀行尾頭橋支店 名古屋銀行八熊支店 

卸 :中質繊維板, 合板 

出 :家具, 雑貨（ベトナム） 

入 :合板, 木材加工品（中国） 

 

0410 株式会社大光製作所 
〒454-0054 名古屋市中川区八剱町 3-40  

TEL : 052-361-0016   FAX : 052-361-2120 

URL : http:/www.daikoh-works.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 22人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :十六銀行六番町支店 名古屋銀行六番町支店 

製 :フラットダイス, ローラダイス,  

フォーミングフラットダイス 

出 :フラットダイス, ローラダイス,  

 フォーミングフラットダイス 

 （米国, タイ, インドネシア） 

ブ :UTD  

進 :タイ 

 

0411 ダイコク電機株式会社 
〒480-0304 春日井市神屋町 1番 26  

TEL : 0568-88-7857   FAX : 0568-88-7825 

URL : http:/www.daikoku.co.jp 

資本金 : 67,400万円   従業員数 : 476人(76人) 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

製 :電気機器, パチンコ関連機器・部品 

入 :電子部品, ＩＣ, 液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）,  

プリント配線基板（台湾, 韓国, 中国） 

ブ :DK-SIS,MIRAIGATE  

 

0412 ダイサン・株式会社 
〒485-0016 小牧市間々原新田宮前 629-1  

TEL : 0568-75-0822   FAX : 0568-75-7222 

URL : http:/www.d-daisan.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 75人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :大垣共立銀行小牧支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

製 :産業用生産設備機械, 専用機, 自動機械 

出 :産業用生産設備機械, 専用機, 専用機部品,  

自動機械用部品（米国, ベルギー, チェコ, インド,  

タイ, インドネシア, フィリピン, 中国, 韓国, 豪州,  

ブラジル, マレーシア, ベトナム, トルコ, メキシコ） 

入 :機械部品（韓国, 中国） 

進 :韓国, ベトナム 

 

0413 大三紙業株式会社 
〒441-3104 豊橋市雲谷町外ノ谷 55-1  

TEL : 0532-41-5111   FAX : 0532-41-5118 

URL : http:/www.daisan.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 220人 

設立年 : 2003年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

          りそな銀行名古屋支店 

製 :包装資材 

出 :フィルム（プラスチック製）, 紙・板紙及び同製品 

（中国） 

入 :フィルム（プラスチック製）, 樹脂（中国, 韓国, 台湾）

http://www.daiei-sangyo.co.jp/
http://www.nl-daikai.co.jp/
http://www.pointskyward.com/
http://www.taiko-ltd.co.jp/
http://www.tk-fsc.jp/
http://www.daikoh-works.co.jp/
http://www.daikoku.co.jp/
http://www.d-daisan.com/
http://www.daisan.com/
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進 :中国 

 

0414 有限会社大三ダイテック 
〒440-0882 豊橋市神明町 52  

TEL : 0532-54-5588   FAX : 0532-54-5589 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

出 :印刷機械, 印刷関連機器, フィルム（プラスチック製）

（台湾, 中国） 

入 :フィルム（プラスチック製） 

 

0415 株式会社対松堂電子事業部 
〒442-0837 豊川市川花町 1-34  

TEL : 0533-84-4011   FAX : 0533-89-1556 

URL : http:/www.taishodo.co.jp 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

          三井住友銀行豊橋支店 

製 :電子部品 

出 :電子部品（中国, ベトナム） 

入 :電子部品（中国, ベトナム） 

進 :中国, ベトナム 

 

0416 株式会社タイセイ 
〒461-0001 名古屋市東区泉 2-1-19  

TEL : 052-931-0511   FAX : 052-931-6138 

URL : http:/www.taisei-net.co.jp 

資本金 : 5,325万円   従業員数 : 155人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 伊予銀行名古屋支店 

卸 :電線, 電線加工品, ワイヤーハーネス 

出 :電線, 電線加工品, ワイヤーハーネス 

（中国, 香港, ベトナム, タイ, フィリピン） 

入 :電線, 電線加工品, ワイヤーハーネス 

（中国, 香港, ベトナム, タイ, フィリピン） 

進 :中国, 香港, ベトナム, タイ, フィリピン 

 

0417 泰成興業株式会社 
〒454-0843 名古屋市中川区大畑町 2-11  

TEL : 052-353-8101   FAX : 052-361-9178 

URL : http:/www.taisei-kogyo.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

愛知銀行昭和橋支店 

卸 :高機能樹脂フィルム 

出 :高機能樹脂フィルム（台湾） 

入 :プラスチック成形品, 金属加工部品（台湾, ベトナム） 

 

0418 株式会社 大 仙 
〒440-8521 豊橋市下地町字柳目 8  

TEL : 0532-54-6521   FAX : 0532-57-1751 

URL : http:/www.daisen.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 310人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :みずほ銀行豊橋支店 三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 

製 :額縁（木製）, 額縁（アルミ製）, 額縁（樹脂製） 

出 :額縁用材料, 金具（インドネシア） 

入 :額縁（木製）, 額縁（アルミ製）, 額縁（樹脂製）,  

温室資材（インドネシア, 韓国, オランダ, 中国） 

ブ :CAZARO  

0419 大東産業株式会社 
〒440-0851 豊橋市前田南町 1-6-3  

TEL : 0532-55-3811   FAX : 0532-55-3818 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :みずほ銀行豊橋支店 三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 

卸 :繊維ぼろ及び屑, 繊維原料, 糸, 雑貨 

出 :特殊繊維原料（東南アジア諸国, 中国） 

入 :繊維原料, 雑貨（東南アジア諸国, 中国, 韓国） 

 

0420 大同トレーディング株式会社 
〒455-0855 名古屋市港区藤前 3-306  

TEL : 052-301-0311   FAX : 052-301-0316 

URL : http:/www.daidotrading.co.jp 

資本金 : 2,800万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店  

名古屋銀行南陽町支店 

卸 :ホッパードライヤー, オートローダー, 射出成形機 

（ゴム・プラスチック用）, 押出成形機（ゴム・ 

プラスチック用）, 産業用ロボット 

出 :射出成形機（ゴム・プラスチック用）, ロボット装置, 

製品取出しロボット, ホッパードライヤー,  

     オートローダー 

（米国, 中国, シンガポール, ベトナム, インドネシア） 

入 :ホッパードライヤー, オートローダー, 除湿乾燥機 

（台湾） 

ブ :YANG BANG社  

 

0421 大同メタル工業株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目 3-1  

名古屋広小路ビルヂング 13F 

TEL : 052-205-1403   FAX : 052-205-1412 

URL : http:/www.daidometal.com 

資本金 : 841,300万円   従業員数 : 1,306人 

設立年 : 1939年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

みずほ銀行名古屋営業部 

製 :自動車用軸受メタル, 軸受, ポンプ（液体用） 

出 :バイメタル, 自動車用軸受メタル 

（韓国, 中国, タイ, インドネシア, 米国, 英国,  

モンテネグロ, チェコ, インド, ドイツ, フランス,  

イタリア, 台湾, マレーシア, サウジアラビア,  

ブラジル, メキシコ, デンマーク, スウェーデン,  

オランダ, ロシア, スペイン） 

入 :自動車用軸受メタル, バイメタル 

（タイ, インドネシア, チェコ, 中国, 韓国,  

モンテネグロ, メキシコ, 豪州） 

進 :韓国, 中国, 台湾, タイ, インドネシア, 米国, 英国,  

モンテネグロ, チェコ, ドイツ, ロシア, インド,  

メキシコ 

 

0422 ダイナマックスコーポレーション株式会社 
〒478-0026 知多市南粕谷新海 1-49  

TEL : 0569-44-1611   FAX : 0569-44-1612 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 1人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店  

卸 :タイル（陶磁器製）, 瓦, ガラス工芸品 

出 :建築資材, タイル（陶磁器製）, 瓦, 御影石タイル,  

ガラスブロック, 家具, タイル用工具, ガラスタイル, 

ガラス工芸品 

（香港, 台湾, 韓国, シンガポール, 米国, カナダ, 

 

http://www.taishodo.co.jp/
http://www.taisei-net.co.jp/
http://www.taisei-kogyo.co.jp/
http://www.daisen.co.jp/
http://www.daidotrading.co.jp/
http://www.daidometal.com/
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中国, フィリピン, マレーシア, 中東諸国） 

入 :タイル（陶磁器製）, ガラスブロック, ガラス板,  

鏡（ガラス製）, 瓶（陶磁器製）, 鉢（陶磁器製）,  

ランプ傘（陶磁器製）, ガラスタイル, ガラス工芸品 

（シンガポール, イタリア, スペイン, 英国, 中国,  

マレーシア, インドネシア, 香港） 

 

0423 株式会社ダイナモ 
〒489-0809 瀬戸市共栄通 7-107  

TEL : 0561-88-1071   FAX : 0561-88-1072 

URL : http:/www.dynamo.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :大垣共立銀行高蔵寺支店  

          瀬戸信用金庫神領支店 

製 :鋳抜きピン, 切削工具, ダイカスト用金型 

出 :鋳抜きピン, 切削工具, ダイカスト用金型 

（米国, 欧州, アジア諸国, カナダ, メキシコ） 

入 :切削工具（米国, 台湾, ドイツ） 

進 :ベトナム 

 

0424 大日本木材防腐株式会社 
〒455-8680 名古屋市港区千鳥 1-3-17  

TEL : 052-661-1501   FAX : 052-651-0362 

URL : http://www.d-m-b.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 186人 

設立年 : 1921年 

取引銀行 :十六銀行六番町支店 愛知銀行港支店 

製 :防腐処理木材, 木材保存薬剤, プレカット部材,  

２×４パネル部材 

入 :製材品, 建材（北米諸国, 東南アジア諸国, 北欧諸国） 

ブ :ﾀﾞｯｶｰｳｯﾄﾞ,ｱﾘｿﾞｰﾙ  

進 :カナダ 

 

0425 株式会社たいへい 
〒473-0939 豊田市堤本町太郎治 28番地 1  

TEL : 0565-52-1611   FAX : 0565-52-0122 

URL : http://www.taiheimc.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 24人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店  

製 :繊維原料調合装置, カード給綿装置,  

    樹脂接着フェルト製造装置,  

    パーティクルボード製造機械, 木粉燃焼熱源利用装置,  

シュレッダーダストリサイクルプラント, フェルト 

出 :繊維原料調合装置, カード給綿装置,  

    樹脂接着フェルト製造装置（韓国, 台湾, マレーシア, 

 タイ, 中国, 豪州, インドネシア, 米国） 

 

0426 株式会社太平製作所 
〒485-0084 小牧市入鹿出新田宮前 955-8  

TEL : 0568-73-6421   FAX : 0568-75-2805 

URL : http:/www.Taihei-ss.co.jp 

資本金 : 75,000万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1925年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

商工組合中央金庫名古屋支店 

製 :木工機械, ベニヤ製造機械, 合板製造機械, 産業機械 

出 :木工機械, ベニヤ製造機械, 合板製造機械, 産業機械 

（インドネシア, マレーシア, 米国, 豪州, カナダ,  

ニュージーランド, 欧州, 南米諸国, ロシア） 

入 :産業機械（韓国, 台湾, 米国） 

ブ :ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾌﾟﾚｽ,高効率単板乾燥機  

 

0427 太平貿易株式会社 名古屋支店 
〒460-0008 名古屋市中区栄 4-15-32 日建・住生ビル 

TEL : 052-261-5571   FAX : 052-261-2017 

URL : http:/www.taiheiboeki.co.jp 

資本金 : 5,800万円   従業員数 : 60人(11人) 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

卸 :圧力スイッチ（油圧用）, 圧力スイッチ（水圧用）,  

圧力スイッチ（空圧用）, 角型電気コネクター,  

制御盤用クーラー, 制御機器, 制御機器部品,  

水質測定器, 金型部品, 安全器 

出 :圧力スイッチ（油圧用）, 圧力スイッチ（水圧用）,  

圧力スイッチ（空圧用） 

（中国, 韓国, 米国, アジア諸国） 

入 :電気制御盤, 油圧機器, 空圧機器, 制御機器,  

    制御機器部品 

   （米国, ドイツ, フランス, イタリア, 中国, 韓国） 

ブ :Super Z,Z（圧力スイッチ）  

進 :米国 

 

0428 大豊工業株式会社 
〒471-8502 豊田市緑ケ丘 3-65  

TEL : 0565-28-2229   FAX : 0565-29-0904 

URL : http://www.taihonet.co.jp 

資本金 : 671,200万円   従業員数 : 1,740人 

設立年 : 1944年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊田支店  

          三井住友銀行豊田支店 

製 :軸受, エンジンベアリング, ブシュ, ワッシャー,  

カーエアコンプレッサー用特殊軸受, アルミダイカスト,  

ガスケット, 精密金型, バキュームポンプ 

出 :軸受, エンジンベアリング, ブシュ, ワッシャー,  

ホイールバランスウエイト, バキュームポンプ,  

排気ガス再循環バルブ, ターボチャージャー部品 

（米国, 韓国, サウジアラビア, フィリピン,  

アラブ首長国連邦, インドネシア, ハンガリー,  

中国, タイ） 

進 :米国, インドネシア, ハンガリー, 韓国, 中国, タイ 

 

0429 大豊精機株式会社 
〒470-0341 豊田市上原町折橋 1-15  

TEL : 0565-43-0802   FAX : 0565-43-0815 

URL : http:/www.tsk.taihonet.co.jp 

資本金 : 87,880万円   従業員数 : 467人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :自動車用プレス金型, 搬送設備, 自動車用部品試作品,  

試作金型, 溶接機, 自動車部品 

出 :自動車用プレス金型, 搬送設備（米国, 中国, タイ,  

 トルコ, 豪州, 南アフリカ共和国, カナダ,  

 インドネシア, アルゼンチン, インド, ブラジル,  

 ロシア, マレーシア, メキシコ） 

進 :中国 

 

0430 大丸興業株式会社名古屋事業所 
〒460-0008 名古屋市中区栄 5丁目 2番 36号  

松坂屋パークプレイス 10階 

TEL : 052-238-2508   FAX : 052-238-2530 

URL : http:/www.daimarukogyo.co.jp 

資本金 : 180,000万円   従業員数 : 300人(8人) 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大阪中央支店  

みずほ銀行難波支店 

卸 :化学品, 包装資材, 金属加工部品, 軽金属品,  

建設資材, 電子部品, 半導体, 電子機器, 畜産物, 

http://www.dynamo.co.jp/
http://www.d-m-b.co.jp/
http://www.taiheimc.co.jp/
http://www.taihei-ss.co.jp/
http://www.taiheiboeki.co.jp/
http://www.taihonet.co.jp/
http://www.tsk.taihonet.co.jp/
http://www.daimarukogyo.co.jp/
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農産物, 水産物, 加工食料品, 繊維製品,  

環境関連商品, 釣り具 

出 :化学品, 包装資材, 金属加工製品 

（香港, タイ, ベトナム, インドネシア） 

入 :化学品, 包装資材, 金属加工部品, 建設資材,  

電子部品, 半導体, 電子機器, 畜産物, 農産物, 水産物,  

加工食料品, 繊維製品, 環境関連商品, 釣り具 

（韓国, 米国, 豪州, ニュージーランド, ベルギー,  

アイルランド, 台湾, 香港, シンガポール, 中国,  

ベトナム, タイ, カナダ, 中南米諸国, インドネシア,  

ミャンマー, フランス, イタリア） 

進 :中国, ベトナム, 台湾, 香港, ミャンマー, タイ,  

インドネシア 

 

0431 有限会社タイムエンタープライズ 
〒465-0073 名古屋市名東区高針原 2-1909-1  

TEL : 052-737-3311   FAX : 052-737-3312 

URL : http:/www.time-enterprises.com 

資本金 : 400万円   従業員数 :  

設立年 : 1997年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行平針支店  

卸 :自動車、同部品, 機械工具, 家庭用電気機器 

出 :自動車、同部品, 機械工具, 家庭用電気機器 

（南米諸国, 中東諸国, ロシア, アフリカ諸国, 欧州,  

太洋州諸国, アジア諸国） 

 

0432 タイム技研株式会社 
〒480-0125 丹羽郡大口町外坪 5-98  

TEL : 0587-95-7535   FAX : 0587-95-6915 

URL : http:/www.time-eng.co.jp 

資本金 : 18,000万円   従業員数 : 554人 

設立年 : 1978年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行江南支店 三井住友銀行 

製 :制御機器 

出 :ガスバルブ, 制御機器（欧州, 中国, 韓国, 米国） 

入 :金属加工部品（韓国, 中国, 米国, ベトナム） 

ブ :VGU,ET Series  

進 :韓国 

 

0433 大洋技研工業株式会社 
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1  

名古屋国際センタービル 22F 

TEL : 052-566-2220   FAX : 052-566-2221 

URL : http:/www.taiyogiken.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 120人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

豊田信用金庫野並支店 

製 :燃料コック, 燃料フィルター, 燃料ポンプ,  

ウォーターポンプ, オイルポンプ, オイルフィルター, 

 ボールバルブ, ガス栓 

出 :燃料コック, 燃料フィルター, 燃料ポンプ,  

ウォーターポンプ, オイルポンプ, オイルフィルター,  

ボールバルブ, ガス栓 

（台湾, 中国, 米国, タイ, スペイン, ベトナム） 

入 :燃料コック, 燃料エレメント（中国, タイ, ベトナム） 

進 :中国, タイ, 米国, 台湾, インドネシア, ベトナム 

 

0434 株式会社タイルメント 
〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町 1-58  

TEL : 052-412-5300   FAX : 052-412-8900 

URL : http:/www.tilement.co.jp 

資本金 : 9,800万円   従業員数 : 154人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

大垣共立銀行中村支店 

製 :建築用接着剤, 溶接金具 

出 :建築用接着剤, 溶接金具（タイ） 

入 :建築用接着剤, 溶接金具（タイ） 

ブ :TILEMENT  

進 :タイ 

 

0435 株式会社ダイワエクセル 
〒464-0002 名古屋市千種区香流橋 1-1-24  

TEL : 052-771-6191   FAX : 052-771-6259 

URL : http:/www.daiwa-excel.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 121人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行今池支店  

          名古屋銀行茶屋坂支店 

製 :自動車部品防錆鍍金加工 

 

0436 大和化成工業株式会社 
〒444-0004 岡崎市保母町字上平地 1  

TEL : 0564-47-3011   FAX : 0564-47-3616 

URL : http:/www.daiwa-kasei.co.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 417人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店  

製 :自動車用プラスチック部品 

出 :自動車用プラスチック部品 

（中国, タイ, 米国, オランダ, インド） 

入 :自動車用プラスチック部品 

（中国, タイ, 米国, オランダ, インド） 

ブ :ﾜｲﾔｰﾊｰﾈｽｸﾗﾝﾌﾟ,内外装ｸﾘｯﾌﾟ  

進 :中国, タイ, 米国, オランダ, インド 

 

0437 大和機工株式会社 
〒474-0071 大府市梶田町 1-171  

TEL : 0562-47-2162   FAX : 0562-46-7372 

URL : http://www.daiwakiko.co.jp 

資本金 : 24,800万円   従業員数 : 132人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

製 :杭打機, 無線遠隔制御機器, 建設機械, 産業機械 

出 :中古建設機械, ショベルローダー, 杭打機, 発電機,  

クローラークレーン, 油圧ショベル, 地盤改良機 

ブ :TELECON,DAIWA ATOMIC  

進 :韓国 

 

0438 株式会社大和興業 
〒463-0025 名古屋市守山区元郷 2-606  

TEL : 052-798-5661   FAX : 052-798-5660 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1997年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行守山支店  

      名古屋銀行喜多山支店 

卸 :カーテン生地, ベアリング 

出 :ベアリング（韓国） 

入 :カーテン生地（韓国） 

 

0439 鷹 岡 株式会社 名古屋支店 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-18  

TEL : 052-231-7741   FAX : 052-231-1481 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 112人(31人) 

設立年 : 1885年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瓦町支店  

みずほ銀行大阪中央支店 

http://www.time-enterprises.com/
http://www.time-eng.co.jp/
http://www.taiyogiken.co.jp/
http://www.tilement.co.jp/
http://www.daiwa-excel.co.jp/
http://www.daiwa-kasei.co.jp/
http://www.daiwakiko.co.jp/
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卸 :紳士服地（毛織物）, 婦人服地（毛織物）,  

紳士服（毛織物）, 婦人服（毛織物）, スーツ（紳士用）, 

スーツ（婦人用）, ジャケット（紳士用）,  

ジャケット（婦人用）, コート（紳士用）,  

コート（婦人用）, 衣類（皮革製）, 洋品 

出 :紳士服地（毛織物）（中国） 

入 :紳士服地（毛織物）, 紳士服, 婦人服, 洋品 

（イタリア, 英国, フランス, スペイン, ドイツ, 香港, 

  中国, 韓国, インドネシア, ミャンマー） 

 

0440 タカオカ化成工業株式会社 
〒490-1111 あま市甚目寺流 80番地  

TEL : 052-443-3131   FAX : 052-443-4300 

URL : http://www.takaokakasei.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 157人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 大垣共立銀行 

製 :樹脂成形品, 樹脂加工部品, セラミックコンデンサー,  

ＦＲＰ部品, モールド変圧器, 水素水生成器 

出 :樹脂成形品, 樹脂加工部品（台湾, 中国, 韓国） 

入 :樹脂（台湾, 中国） 

ブ :TAC  

 

0441 株式会社タカギスチール 
〒455-0855 名古屋市港区藤前 3-308  

TEL : 052-301-1801   FAX : 052-301-1805 

URL : http:/www.takagi-steel.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店 愛知銀行当知支店 

卸 :鉄鋼, 非鉄金属, 機械部品 

出 :金型, 機械加工部品 

（米国, 台湾, 中国, インドネシア, インド, 韓国） 

入 :鉄鋼, 精密鋳造品, 機械部品（米国, 台湾, 韓国） 

 

0442 高砂電気工業株式会社 
〒458-8522 名古屋市緑区鳴海町杜若 66番地  

TEL : 052-891-2301   FAX : 052-891-7386 

URL : http:/www.takasago-elec.co.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 252人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行滝子支店  

みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :流体制御関連製品 

出 :電磁弁, ピンチバルブ, 定量吐出ポンプ,  

流体制御関連製品, ピエゾポンプ, シリンジポンプ,  

チューブポンプ 

（米国, 欧州, アジア諸国, 豪州, 世界各国） 

入 :電磁弁, ピンチバルブ, 流体制御関連製品 

（中国, 英国, スウェーデン, 米国, ドイツ, スイス） 

ブ :TFS  

進 :中国, 米国 

 

0443 高沢産業株式会社名古屋支店 
〒456-0002 名古屋市熱田区金山町 1-11-7  

TEL : 052-671-2141   FAX : 052-682-2142 

URL : http://www.takasawa.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 95人(20人) 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :八十二銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

卸 :鉄鋼, 鋳物製品, 道路関連資材, 建築資材,  

ＯＡ機器関連商品, 水質浄化システム事業,  

プラスチック再資源化事業 

出 :金属スクラップ, 銑鉄及びスピーゲル 

（韓国, 台湾, 中国, ベトナム, タイ） 

入 :合金鉄, コークス, 鋳物製品, 金属スクラップ 

（中国, 台湾, 韓国） 

進 :中国, 韓国 

 

0444 株式会社高瀬金型 
〒492-8328 稲沢市西島 1-138  

TEL : 0587-36-0551   FAX : 0587-36-5251 

URL : http:/www.takasekanagata.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 101人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :いちい信用金庫萩原支店  

三菱ＵＦＪ銀行稲沢支店 

製 :プラスチック成形用金型, プラスチック部品 

出 :プラスチック成形用金型, プラスチック部品（ベトナム） 

入 :プラスチック部品（ベトナム） 

進 :ベトナム 

 

0445 株式会社タカトテクニカ 
〒491-0831 一宮市森本 4-22-23  

TEL : 0586-75-0071   FAX : 0586-75-5257 

URL : http:/www.takato.com 

資本金 : 300万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 2000年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店  

卸 :自動二輪車部品, 工作機械, 工具, ケミカルポンプ,  

尿素水製造機, 自動車部品 

出 :尿素水製造機（シンガポール, インドネシア, 台湾,  

マレーシア, 中国） 

入 :自動二輪車部品, 工作機械, 工具, ケミカルポンプ,  

自動車部品（中国, 台湾） 

ブ :TAKATOPOMPS,NEXTA（尿素水製造機）  

進 :中国 

 

0446 株式会社高橋精機工業所 
〒457-0007 名古屋市南区駈上 1-7-38  

TEL : 052-811-2126   FAX : 052-824-6133 

URL : http://www.takasei.co.jp 

資本金 : 2,400万円   従業員数 : 51人 

設立年 : 1945年 

取引銀行 :三井住友銀行 大垣共立銀行 

製 :プラスチック成形用金型, プラスチック成形機 

出 :金型, プラスチック成形機 

（米国, ドイツ, フランス, ブラジル, スウェーデン, 

韓国, 台湾, インド, 中国, タイ, メキシコ,  

チェコ） 

入 :金型, プラスチック成形機（韓国, 中国） 

進 :中国, タイ 

 

0447 高橋物商株式会社 
〒451-0064 名古屋市西区名西 1-6-31  

TEL : 052-521-6451   FAX : 052-524-0863 

URL : http://www.takahashibussho.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋駅前支店  

卸 :食品原料 

入 :食品原料（タイ） 

進 :タイ 

 

0448 高浜工業株式会社 
〒444-1302 高浜市八幡町 2-2-1  

TEL : 0566-53-1441   FAX : 0566-52-5760 

URL : http:/www.takahama-ind.co.jp

http://www.takaokakasei.co.jp/
http://www.takagi-steel.co.jp/
http://www.takasago-elec.co.jp/
http://www.takasawa.co.jp/
http://www.takasekanagata.co.jp/
http://www.takato.com/
http://www.takasei.co.jp/
http://www.takahashibussho.co.jp/
http://www.takahama-ind.co.jp/
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資本金 : 65,600万円   従業員数 : 180人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 愛知銀行碧南支店 

製 :食器製造プラント, 瓦製造プラント,  

    煉瓦製造プラント, タイル製造プラント,  

    自動車用鍛造部品, 環境関連機器, 産業機械 

出 :食器製造プラント, 瓦製造プラント,  

    煉瓦製造プラント, タイル製造プラント 

（米国, 台湾, 韓国, 東南アジア諸国, 中国, 

 インド, スリランカ） 

入 :機械部品（スペイン） 

ブ :KAJISEKI  

 

0449 高広工業株式会社 
〒457-0078 名古屋市南区塩屋町 6-1  

TEL : 052-811-3116   FAX : 052-821-1929 

URL : http:/www.takahiro.co.jp 

資本金 : 9,270万円   従業員数 : 77人 

設立年 : 1936年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行笠寺支店  

          岡崎信用金庫笠寺支店 

製 :精密割出装置, 工具交換機（工作機械用）,  

ロータリーテーブル 

出 :精密割出装置, 工具交換機（工作機械用） 

（韓国, 台湾, 香港, チェコ, 米国, 豪州,  

シンガポール, ブラジル, マレーシア, 中国,  

インド, タイ） 

ブ :SOARERDEX,ROLLER TURN  

 

0450 高山ガクブチ株式会社 
〒461-0003 名古屋市東区筒井 3-27-13  

TEL : 052-935-8400   FAX : 052-937-0089 

URL : http:/www.takayama.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1914年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行今池支店  

愛知信用金庫大久手支店 

小 :額縁（木製）, モールディング 

入 :モールディング（東南アジア諸国） 

ブ :GOLD FISH  

 

0451 瀧定名古屋株式会社 
〒460-8667 名古屋市中区錦 2-13-19  

TEL : 052-201-0767   FAX : 052-201-7367 

URL : http:/www.takisada-nagoya.jp 

資本金 : 150,000万円   従業員数 : 617人 

設立年 : 2001年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

卸 :繊維製品 

出 :毛織物, 綿及び綿織物, 合繊及び合繊織物 

（米国, アジア諸国, 欧州） 

入 :紳士用外衣, 婦人用外衣, 繊維生地 

（イタリア, 英国, ドイツ, フランス, 中国, 韓国） 

進 :中国, カンボジア 

 

0452 株式会社 滝 善 
〒491-8516 一宮市せんい 2-10-22  

TEL : 0586-76-2211   FAX : 0586-77-2143 

URL : http:/www.takizen.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 中京銀行一宮南支店 

製 :ニット製品 

出 :ニット糸, ニット服地, ニット製品 

   （香港, 韓国, 台湾） 

入 :ニット糸, ニット糸原料（中国） 

進 :中国 

 

0453 タキヒヨー株式会社 
〒451-8688 名古屋市西区牛島町 6-1  

名古屋ルーセントタワー 

TEL : 052-587-7040   FAX : 052-587-7045 

URL : http:/www.takihyo.co.jp 

資本金 : 362,225万円   従業員数 : 668人 

設立年 : 1912年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

卸 :繊維生地, 衣類及び衣類小物 

出 :繊維生地, 衣類及び衣類小物 

（米国, 香港, 台湾, 韓国, 豪州, 英国, 中国,  

インドネシア, シンガポール, スペイン, フランス,  

フィリピン, ドイツ, イタリア） 

入 :繊維生地, 衣類及び衣類小物 

（韓国, 台湾, 香港, ベトナム, 中国, 米国,  

イタリア, フランス, タイ, 英国, オーストリア,  

ドイツ, 豪州, カンボジア, ミャンマー,  

インドネシア, インド, バングラデシュ） 

進 :米国, イタリア, 韓国, 香港, 中国, ベトナム 

 

0454 株式会社タグチ 
〒494-0002 一宮市篭屋 2-1-16  

TEL : 0586-45-3316   FAX : 0586-46-2108 

URL : http://www.kk-taguchi.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :十六銀行尾西支店 三菱ＵＦＪ銀行尾西支店 

製 :反物の検反・修整・加工, 縫製品の修整・検品・加工 

進 :中国 

 

0455 株式会社タクマ食品 
〒486-0932 春日井市松河戸町 3丁目 15番地 3  

TEL : 0568-86-5585   FAX : 0568-86-5552 

URL : http://www.takumafoods.co.jp 

資本金 : 7,200万円   従業員数 : 210人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行勝川支店 愛知銀行勝川支店 

製 :珍味食品, ナッツ, 菓子, ドライフルーツ, 漬物 

出 :珍味食品, ナッツ, 菓子（米国, 中国, 台湾） 

入 :バターピーナッツ, ドライフルーツ, 海産物, 菓子,  

ゼリー菓子（中国） 

 

0456 株式会社竹市場 
〒452-0807 名古屋市西区歌里町 227番地  

TEL : 052-502-5473   FAX : 052-503-7372 

URL : http:/www.take-ichiba.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :岡崎信用金庫小田井支店 中京銀行楠町支店 

卸 :竹・竹材, 竹製品, 杭, 丸太, 篭（竹製）, 組物製品、 

かご・枝条細工物 

入 :竹・竹材, 竹製品, 杭, 丸太, 篭（竹製）, 組物製品、

かご・枝条細工物（中国, ベトナム, 韓国, 台湾） 

 

0457 株式会社竹内家具店 
〒441-0312 豊川市御津町西方小貝津 10番地 3  

TEL : 0533-76-3636   FAX : 0533-76-3376 

URL : http://www.takeuchi-kagu.com 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 9人

http://www.takahiro.co.jp/
http://www.takayama.co.jp/
http://www.takisada-nagoya.jp/
http://www.takizen.jp/
http://www.takihyo.co.jp/
http://www.kk-taguchi.co.jp/
http://www.takumafoods.co.jp/
http://www.take-ichiba.jp/
http://www.takeuchi-kagu.com/


- 107 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

設立年 : 1929年 

取引銀行 :蒲郡信用金庫 岡崎信用金庫 

製 :家具 

入 :整理タンス, キャビネット, テーブル（木製）,  

椅子（木製）（タイ, 中国, インドネシア, 英国） 

ブ :GG ﾃｰﾌﾞﾙ,JJ ﾃｰﾌﾞﾙ  

 

0458 株式会社 竹 代 
〒444-0828 岡崎市針崎 1-1-16  

TEL : 0564-51-8254   FAX : 0564-52-7329 

URL : http:/www.takeshiro.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :岡崎信用金庫岡崎駅西支店 十六銀行岡崎支店 

製 :リードワイヤー, 電線, 電気制御盤, 変圧器 

出 :電気機器部品, 電線（中国, フィリピン） 

入 :変圧器, ワイヤーハーネス（中国, フィリピン） 

進 :中国, フィリピン 

 

0459 竹田印刷株式会社 
〒466-8512 名古屋市昭和区白金 1-11-10  

TEL : 052-871-6451   FAX : 052-883-2660 

URL : http:/www.takeda-prn.co.jp 

資本金 : 193,792万円   従業員数 : 581人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店  

三井住友銀行名古屋駅前支店 

製 :印刷物, 書籍、冊子、リーフレット,  

半導体用フォトマスク 

出 :半導体用フォトマスク（台湾, ベトナム） 

入 :クリアファイル, 段ボール, スチロール（中国） 

進 :中国 

 

0460 株式会社竹田嘉兵衛商店 
〒458-0901 名古屋市緑区有松 1802  

TEL : 052-623-2511   FAX : 052-623-5105 

URL : http:/www.takeda-kahei.co.jp 

資本金 : 4,900万円   従業員数 : 22人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鳴海支店  

          碧海信用金庫有松支店 

製 :絞り生地, 絞り着物, 絞り身辺小物, 絞りアパレル 

入 :絞り生地（中国, カンボジア） 

ブ :竹田庄九郎,POCKETEE  

 

0461 株式会社武田コーポレーション 
〒455-0855 名古屋市港区藤前 4-809  

TEL : 052-301-8870   FAX : 052-303-2160 

URL : http:/www.takedac.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :中京銀行当知支店 三菱 UFJ銀行名古屋港支店 

卸 :インテリア用品, エクステリア用品, 日用品雑貨 

入 :インテリア用品 

（中国, ベトナム, マレーシア, メキシコ, イタリア） 

進 :中国 

 

0462 竹田本社株式会社 
〒484-0956 犬山市字新川 1-11  

TEL : 0568-67-8188   FAX : 0568-67-0347 

URL : http:/www.takedaseika.com 

資本金 : 48,000万円   従業員数 : 105人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :十六銀行名古屋駅前支店 愛知銀行大口支店 

製 :ボーロ, ウエハース 

出 :ボーロ, ウエハース（韓国, 中国, 英国, オランダ） 

ブ :ﾀﾏｺﾞﾎﾞｰﾛ,麦ふぁ～  

 

0463 株式会社 竹 廣 
〒444-0824 岡崎市上地町宮脇 32  

TEL : 0564-51-9886   FAX : 0564-51-9847 

URL : http://www.takehiroweb.jp 

資本金 : 2,880万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :岡崎信用金庫福岡支店 愛知銀行岡崎支店 

卸 :ポール竹, 割竹, 竹製品, フローリング竹, 竹炭,  

竹集成材, 石材, 建築資材, 集成材, 木材及び同製品 

出 :竹製品（台湾） 

入 :ポール竹, 割竹, 竹製品, フローリング竹, 竹炭,  

    竹集成材, 石材, 建築資材, 集成材 

（台湾, 中国, ベトナム, タイ） 

 

0464 株式会社タケヒロ産業 
〒444-0104 額田郡幸田町坂崎東鳴沢 15-1  

TEL : 0564-63-1212   FAX : 0564-63-0832 

URL : http:/www.e-takehiro.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :名古屋銀行岡崎南支店 岡崎信用金庫本店 

卸 :丸太, 杭, 石材, 竹・竹材, 竹製品, 人工竹, 枕木,  

庭園材料 

出 :竹材, 人工竹, ＦＲＰ庭石, 竹製品（米国） 

入 :竹材, 竹製品, 木材, 枕木, 石材 

（中国, 豪州, ブラジル, フィリピン, インドネシア, 

  ベトナム, インド） 

ブ :四季彩美,竹のあるくらし  

 

0465 竹本油脂株式会社 
〒443-8611 蒲郡市港町 2-5  

TEL : 0533-68-2117   FAX : 0533-68-7218 

URL : http:/www.takemoto.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 525人 

設立年 : 1725年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :ごま油, 界面活性剤 

出 :界面活性剤（インド, 米国, 中国, 台湾, 韓国） 

入 :化学品, ごま（韓国, 台湾, ミャンマー, スーダン） 

進 :韓国, 台湾, 米国, 中国, インド 

 

0466 タジマ工業株式会社 
〒461-0011 名古屋市東区白壁 3-19-22  

TEL : 052-932-3812   FAX : 052-932-3815 

URL : http:/www.tajima.com 

資本金 : 6,550万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 中京銀行代官町支店 

卸 :多頭式刺繍機 

出 :多頭式刺繍機 

（アジア諸国, 米国, 欧州, 中東諸国, アフリカ諸国） 

入 :刺繍機部品（カナダ） 

ブ :TAJIMA  

進 :米国, フランス 

 

0467 タツミ化成株式会社 
〒474-0011 大府市横根町新江 15-12  

TEL : 0562-46-3305   FAX : 0562-48-2342 

URL : http:/www.tatsumikasei.co.jp 

資本金 : 3,600万円   従業員数 : 63人

http://www.takeshiro.co.jp/
http://www.takeda-prn.co.jp/
http://www.takeda-kahei.co.jp/
http://www.takedac.jp/
http://www.takedaseika.com/
http://www.takehiroweb.jp/
http://www.e-takehiro.co.jp/
http://www.takemoto.co.jp/
http://www.tajima.com/
http://www.tatsumikasei.co.jp/
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設立年 : 1978年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大府支店 

製 :プラスチック成形用金型, プラスチック製工業部品 

入 :プラスチック成形用金型, プラスチック製工業部品 

ブ :TSK ﾚｰｼﾝｸﾞｼｭﾐﾚｰﾀｰ  

 

0468 田 中 株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目 15-14  

TEL : 052-202-6111   FAX : 052-202-1116 

URL : http:/www.sclarea.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 名古屋銀行本店 

卸 :繊維生地, 繊維製品, アパレル, インテリア用品 

入 :繊維生地, 繊維製品, アパレル, 袋物（繊維）,  

クッション（欧州, 米国, インド） 

ブ :sclarea  

 

0469 有限会社タナカ 
〒485-0016 小牧市間々原新田宮前 629-1  

TEL : 0568-73-4111   FAX : 0568-75-7222 

資本金 : 700万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 2001年 

取引銀行 :大垣共立銀行小牧支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

卸 :産業機械, 産業機械部品 

出 :産業機械, 産業機械部品（中国, 韓国） 

入 :産業機械, 産業機械部品（中国, 韓国） 

進 :韓国 

 

0470 株式会社タナベ 
〒444-0065 岡崎市柿田町 2番地 4  

TEL : 0564-23-9247   FAX : 0564-23-9489 

URL : http:/tanabe-jp.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :十六銀行岡崎支店 三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店 

製 :皮革製品, シール材, ゴムパッキン, 塗料（ペイント） 

出 :塗料（ペイント）, 治工具, 繊維製品（ベトナム） 

入 :皮革製品（ベトナム, インド） 

ブ :RRFARN  

進 :ベトナム 

 

0471 株式会社玉津浦木型製作所 
〒444-1211 安城市根崎町西新切 27番地  

TEL : 0566-92-3686   FAX : 0566-92-4860 

URL : http:/www.tamatsuura.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 34人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :西尾信用金庫辻支店 三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 

製 :鋳造用模型（発泡スチロール）, 三次元模型 

進 :タイ 

   【2017年度調査回答】 

 

0472 玉野化成株式会社 
〒457-0823 名古屋市南区元塩町 4丁目 6番地  

TEL : 052-619-0080   FAX : 052-619-0026 

URL : http:/www.tamano-kk.com 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 

製 :精密プラスチック製品 

出 :自動車用ウｫッシャーノズル部品（インドネシア） 

進 :インドネシア 

 

0473 株式会社タムラ 
〒480-0303 春日井市明知町 1423-74  

TEL : 0568-88-2258   FAX : 0568-88-2781 

URL : http://www.tamura-corp.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :大垣共立銀行勝川支店 愛知銀行春日井支店 

製 :金属加工製品, シャフト, ボルト, ナット,  

フランジ（ステンレス製）, プレートフォーミング 

出 :シャフト, フランジ（ステンレス製）, 精密切削加工品,  

鉄道車両部品（米国, 欧州） 

入 :シャフト, フランジ（ステンレス製）, 精密切削加工品,  

鉄道車両部品（ベトナム, 中国, 台湾） 

 

0474 チーカス株式会社 
〒452-0021 清須市西枇杷島町小田井 3-1-3  

TEL : 052-501-0001   FAX : 052-501-0002 

URL : http:/www.chiecas.com 

資本金 : 3,800万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :十六銀行 みずほ銀行 

製 :下着, タンクトップ, キャミソール, ソックス,  

レギンス, Ｔシャツ, ポロシャツ（紳士用）,  

ポロシャツ（婦人用）, ボクサーブリーフ, トランクス 

入 :下着, タンクトップ, キャミソール, ソックス,  

レギンス, Ｔシャツ, ポロシャツ（紳士用）,  

ポロシャツ（婦人用）, ボクサーブリーフ, トランクス 

（中国） 

ブ :SNOOPY Tweety Barble,DCComics ｻﾗｯﾌｨｰﾌﾟﾗｽ  

進 :中国 

  

0475 千年エンジニアリング株式会社 
〒457-0861 名古屋市南区明治一丁目 16-21  

TEL : 052-694-2171   FAX : 052-694-2170 

URL : http:/www.chitoce.jp 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :名古屋銀行内田橋支店 愛知銀行道徳支店 

製 :ＳＡＴＡケーブル, ＤＶＩケーブル, 電源コード,  

ＵＳＢケーブル, シリアルケーブル, ワイヤーハーネス,  

アルミ製品, 細線同軸ケーブル, カールコード,  

車載用ハーネス 

入 :ワイヤーハーネス, ケーブル（金属製）,  

コンピュータケーブル, ＵＳＢケーブル,  

シリアルケーブル, 基板, 電子部品, 細線同軸ケーブル, 

カールコード, 車載用ハーネス（中国, 台湾） 

 

0476 株式会社ちどり産業 
〒491-0002 一宮市時の島大東 42  

TEL : 0586-51-4686   FAX : 0586-51-4717 

URL : http://www.chidori-sangyo.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店  

          岐阜信用金庫江南支店 

卸 :籐製品, インテリア用品, 木製品 

入 :籐製品, 木製品, 竹製品（インドネシア, ベトナム,  

中国, フィリピン, タイ, 韓国） 

ブ :籐のある生活,SPA  

進 :インドネシア, ベトナム, フィリピン, 中国 

   【2017年度調査回答】 

http://www.sclarea.com/
http://tanabe-jp.com/
http://www.tamatsuura.com/
http://www.tamano-kk.com/
http://www.tamura-corp.jp/
http://www.chiecas.com/
http://www.chitoce.jp/
http://www.chidori-sangyo.co.jp/
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0477 株式会社中栄薬化交易 
〒452-0823 名古屋市西区あし原町 205  

TEL : 052-504-8451   FAX : 052-504-8455 

URL : http://e-chuei.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :名古屋銀行枇杷島通支店  

三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

卸 :漢方薬原料, 健康食品, 化粧品原料 

入 :漢方薬原料, 食品原料, 化粧品原料（中国, 台湾） 

ブ :はすの実甘納豆  

進 :中国 

 

0478 中央化工機株式会社 
〒470-1112 豊明市新田町中ノ割 3  

TEL : 0562-92-6181   FAX : 0562-92-1051 

URL : http:/www.chuokakohki.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 68人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊明支店  

豊田信用金庫刈谷北支店 

製 :振動ミル, ボールミル, 振動乾燥機, 振動流動層装置, 

ドラムドライヤー, ロータリーキルン, 蒸留用機器,  

蒸発装置, 真空蒸発濃縮装置, 化学プラント,  

凍結乾燥機 

出 :振動ミル, 振動乾燥機, 振動流動層装置, 蒸留用機器,  

蒸発装置, 真空蒸発濃縮装置, 化学プラント,  

凍結乾燥機 

（韓国, 中国, 米国, スペイン, インドネシア） 

 

0479 株式会社中央製作所 
〒467-0853 名古屋市瑞穂区内浜町 24-1  

TEL : 052-821-6186   FAX : 052-821-9154 

URL : http://www.chuo-seisakusho.co.jp 

資本金 : 50,300万円   従業員数 : 212人 

設立年 : 1936年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 名古屋銀行堀田支店 

製 :整流器, 電気抵抗溶接機, 自動鍍金装置,  

    公害防止設備 

出 :整流器, 電気抵抗溶接機, 超音波洗浄機,  

鍍金厚さ測定器（台湾, 香港, タイ, マレーシア,  

インドネシア, 韓国, 中国, ベトナム, フィリピン,  

ミャンマー, シンガポール, インド） 

入 :機械部品（ベトナム, 中国） 

ブ :UTO,CHUO  

進 :中国 

 

0480 中外国島株式会社 
〒491-0931 一宮市大和町馬引字焼野 48  

TEL : 0586-45-6641   FAX : 0586-46-3229 

URL : http:/www.ckktex.co.jp 

資本金 : 6,480万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1850年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋駅前支店  

三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 

製 :毛織物, 麻織物 

出 :毛織物, 合繊織物, 綿織物 

（香港, 北米諸国, 韓国, 欧州, 中国） 

入 :織糸, 毛織物（中国） 

ブ :COBO  

進 :中国 

 

0481 株式会社中外陶園 
〒489-0821 瀬戸市薬師町 50  

TEL : 0561-82-2354   FAX : 0561-83-5114 

URL : http:/www.chugaitoen.co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 43人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 名古屋銀行瀬戸支店 

製 :干支人形（陶磁器製）, 雛人形（陶磁器製）,  

五月人形（陶磁器製）, 招き猫（陶磁器製）,  

風鈴（陶磁器製）, 蚊やり器（陶磁器製）,  

置物（陶磁器製） 

出 :干支人形（陶磁器製）, 招き猫（陶磁器製）,  

置物（陶磁器製） 

（中国, 香港, 台湾, シンガポール, 米国, フランス） 

入 :木製品, ガラス製品, 陶磁器製品（中国） 

ブ :薬師窯,Suhara Wokashi  

 

0482 株式会社 中 京 
〒454-0848 名古屋市中川区松の木町 1-65  

TEL : 052-361-5531   FAX : 052-361-5534 

URL : http://www.chukyo-corp.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 80人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行高畑支店  

三井住友銀行名古屋駅前支店 

製 :ダイヤモンド切削工具,  

ダイヤモンドＣＢＮ燃結切削工具 

出 :ダイヤモンド切削工具,  

ダイヤモンドＣＢＮ燃結切削工具 

 （中国, タイ, インドネシア, 米国, 英国, 韓国,  

   フィリピン, スウェーデン, インド, ベトナム,  

   イタリア, メキシコ） 

入 :切削工具材料 

（台湾, 韓国, 中国, イスラエル, 英国, タイ） 

ブ :CAL ｶｯﾀｰ,ｴｺﾍﾘｯｸｽ  

進 :中国, タイ, インドネシア 

 

0483 中京研磨株式会社 
〒484-0894 犬山市羽黒町稲葉 25  

TEL : 0568-67-0065   FAX : 0568-67-7475 

URL : http://www.chukyokenma.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1940年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行犬山支店  

製 :オイルストーン, 陶磁器製砥石, 弾性砥石,  

ジルコニアセラミックヤスリ, ミラクルストーン 

出 :オイルストーン, 陶磁器製砥石, 弾性砥石 

（米国, 台湾, 韓国, 香港） 

入 :砥石, 弾性砥石（米国, ドイツ） 

ブ :CKK  

   【2017年度調査回答】 

 

0484 中京重機株式会社 
〒465-0057 名古屋市名東区陸前町 1705  

TEL : 052-701-5188   FAX : 052-701-5194 

URL : http:/www.chukyo-juki.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

十六銀行天白支店 

卸 :中古建設機械 

出 :中古建設機械（アジア諸国, 豪州） 

 

0485 中京商事株式会社 
〒470-1131 豊明市二村台 7丁目 41-8  

TEL : 0562-92-2032   FAX : 0562-92-2453

http://e-chuei.jp/
http://www.chuokakohki.co.jp/
http://www.chuo-seisakusho.co.jp/
http://www.ckktex.co.jp/
http://www.chugaitoen.co.jp/
http://www.chukyo-corp.co.jp/
http://www.chukyokenma.jp/
http://www.chukyo-juki.co.jp/


- 110 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

URL : http:/www.chukyoshoji.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :愛知銀行豊明支店 名古屋銀行豊明支店 

卸 :家庭用品, 雑貨, 美容用品 

出 :雑貨, 美容用品 

（ドイツ, タイ, 台湾, ベトナム, 中国, アルゼンチン, 

 ペルー, パナマ） 

入 :雑貨, 美容用品 

（ドイツ, タイ, 台湾, ベトナム, 中国, アルゼンチン, 

ペルー, モロッコ, 米国, フランス, 英国, パナマ） 

ブ :ｲﾝｶｵｲﾙ,ｶｰﾃﾞｨ  

進 :中国 

 

0486 中京油脂株式会社 
〒490-1212 あま市小橋方大屋敷 5番地  

TEL : 052-442-5550   FAX : 052-442-5553 

URL : http:/www.chukyo-yushi.co.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

みずほ銀行名古屋駅前支店 

製 :感熱紙用助剤, ウレタン離型剤, 窯業用添加剤,  

    防水剤,  

樹脂用添加剤, 樹脂乳剤 

出 :感熱紙用助剤, ウレタン離型剤, 窯業用添加剤,  

樹脂用添加剤, 化学品 

（米国, ドイツ, 韓国, 中国, 東南アジア諸国） 

入 :酸化防止剤, 脂肪酸及び脂肪酸誘導体, 化学品 

（欧州, 米国, 東南アジア諸国, 中国, インド） 

ブ :ｾﾛｿﾞｰﾙ,ｾﾙﾅ  

進 :米国, ドイツ, タイ 

 

0487 中日フェザー株式会社 
〒451-0053 名古屋市西区枇杷島 5-15-1  

TEL : 052-524-4466   FAX : 052-524-4468 

URL : http:/www.j-feather.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1897年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 中京銀行名西支店 

製 :フェザートリミング, フェザーオーナメント,  

漁業用羽毛, 授粉用ハタキ, 神仏具用ハタキ,  

清掃用ハタキ, 自動車用毛ハタキ, 装飾用羽根,  

特殊効果用フェザー, 節句（桃・端午）品手入れセット 

入 :だちょうの羽毛, 七面鳥の羽毛, 鶏の羽毛, 孔雀の羽毛, 

鵞鳥の羽毛（米国, 南アフリカ共和国, 中国, 台湾,  

インド, イスラエル） 

ブ :ﾌﾚﾝﾁﾌﾗﾜｰ,らくらく凡天  

 

0488 中部機械株式会社 
〒488-0051 尾張旭市下井町前の上 1638-2  

TEL : 0561-54-9333   FAX : 0561-54-2078 

URL : http://www.chubu-co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 22人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大曽根支店  

瀬戸信用金庫守山支店 

製 :専用機, センタレス研削盤, 工作機械 

出 :センタレスベルト研剤盤（デンマーク, 中国） 

ブ :CHUBU MACHINERYWORKS  

 

0489 中部美化企業株式会社 
〒497-0001 あま市七宝町沖之島安無 97番地  

TEL : 052-444-4638   FAX : 052-441-7891 

URL : http:/www.chububika.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行津島支店  

          大垣共立銀行七宝支店 

製 :農業用施設, 農業資材, 土木資材, バルブ, 簡易水門 

出 :農業用施設, 農業資材, 土木資材, バルブ, 簡易水門 

（東南アジア諸国） 

入 :土木資材, 土嚢, ブルーシート（工事現場用）,  

バルブ部品（中国, フィリピン, ベトナム） 

ブ :分水栓,ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ  

進 :ベトナム 

 

0490 株式会社中部理化 
〒470-0151 愛知郡東郷町諸輪北山 80-9  

TEL : 0561-39-0555   FAX : 0561-38-3188 

URL : https://chuburika.jp 

資本金 : 7,200万円   従業員数 : 115人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三井住友銀行本山支店 豊田信用金庫東郷支店 

製 :金属表面処理加工 

出 :産業機械, 治具, アルミ材料（ベトナム, 中国） 

入 :治具, サッシ部品, 自動二輪車部品, 作業服,  

精密機械部品（ベトナム, 中国） 

進 :ベトナム, 中国 

 

0491 中立電機株式会社 
〒460-0011 名古屋市中区大須 4-12-8 東洋殖産ビル 

TEL : 052-262-2261   FAX : 052-262-0670 

URL : http://www.churitsu.co.jp 

資本金 : 49,402万円   従業員数 : 485人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店  

商工組合中央金庫名古屋支店 

製 :高圧配電盤, 低圧配電盤, 電気制御盤, 分電盤,  

監視制御装置, 端子盤, 高圧電気機器, 低圧電気機器,  

プラント, 工場自動化(ＦＡ)機器,  

メカトロニクス装置, バイオテクノロジー関連機器, 板

金加工部品, 電源機器, ラック関連機器,  

電力関連機器 

ブ :I ﾗｲﾝ配電盤,ﾕﾆｯﾄ形制御盤  

 

0492 チヨダ工業株式会社 
〒470-0162 愛知郡東郷町大字春木字岩ヶ根 1番地  

TEL : 0561-38-0005   FAX : 0561-38-5191 

URL : http:/www.t-chiyoda.co.jp 

資本金 : 6,600万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1962年 

取引銀行 :豊田信用金庫 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :自動車部品用金型, 自動車用部品試作品, 木製品 

出 :自動車部品用金型（米国, ベトナム, タイ） 

入 :金型部品（ベトナム） 

進 :ベトナム, タイ, 米国 

 

0493 千代田電子工業株式会社 
〒442-8511 豊川市穂ノ原 3-14-4  

TEL : 0533-84-3111   FAX : 0533-84-3117 

URL : http://www.chiyoda-denshi.co.jp 

資本金 : 12,000万円   従業員数 : 165人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三井住友銀行豊橋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行豊川支店 

製 :ワイヤーハーネス, 果実非破壊測定器 

出 :電線, コネクター, ワイヤーハーネス（香港, 中国）

http://www.chukyoshoji.jp/
http://www.chukyo-yushi.co.jp/
http://www.j-feather.jp/
http://www.chubu-co.jp/
http://www.chububika.co.jp/
https://chuburika.jp/
http://www.churitsu.co.jp/
http://www.t-chiyoda.co.jp/
http://www.chiyoda-denshi.co.jp/
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入 :ワイヤーハーネス（香港, 中国） 

ブ :おいし果  

進 :香港, 中国 

 

0494 株式会社司ケース 
〒468-0064 名古屋市天白区道明町 192  

TEL : 052-831-8172   FAX : 052-831-5148 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行平針支店  

   東春信用金庫錦通支店 

製 :貴金属用ケース, 電子機器用筺体部品,  

携帯電話用ケース（プラスチック製）,  

パソコン用ケース（プラスチック製）,  

携帯電話用ケース（皮革製）,  

コンピュータ用ケース（皮革製） 

入 :プラスチック成形品, 金属プレス加工部品,  

宝飾品ケース, 電子機器,  

携帯電話用ケース（プラスチック製）,  

パソコン用ケース（プラスチック製）,  

携帯電話用ケース（皮革製）,  

コンピュータ用ケース（皮革製）（中国） 

進 :香港, 中国 

 

0495 ツカサ工業株式会社 
〒475-8550 半田市中午町 178  

TEL : 0569-22-3111   FAX : 0569-21-0101 

URL : http:/www.tsukasa-ind.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行半田支店  

半田信用金庫本店営業部 

製 :粉粒体用機器, サイロ, 自動開袋機, 輸送機器,  

ふるい機, 計量機, 粉体混合機, 乾燥機, 粉砕機,  

集塵機, バルブ, 粉粒体プラントエンジニアリング,  

粉粒体ＦＡシステム, トレーサビリティシステム 

出 :粉粒体用機器, サイロ, 自動開袋機, 輸送機器,  

ふるい機, 計量機, 粉体混合機, 乾燥機, 粉砕機,  

集塵機, バルブ, 粉粒体プラントエンジニアリング,  

粉粒体ＦＡシステム 

 （中国, フィリピン, インドネシア, ベトナム, 韓国, 

タイ, シンガポール, フィンランド, 台湾, 香港） 

ブ :ﾂｶｻﾊﾟｳｼﾘｰｽﾞ  

進 :中国 

 

0496 津田工業株式会社 
〒448-8657 刈谷市幸町 1-1-1  

TEL : 0566-61-0754   FAX : 0566-61-0701 

URL : http://www.tsuda-inc.co.jp 

資本金 : 131,500万円   従業員数 : 1,055人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行刈谷支店  

          三井住友銀行刈谷支店 

製 :自動車部品 

進 :タイ, 中国, インドネシア, 米国 

 

0497 土平鋳工株式会社 
〒475-0803 半田市乙川末広町 1  

TEL : 0569-21-0183   FAX : 0569-21-9103 

URL : http:/www.tsuchihira.jp 

資本金 : 5,100万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :知多信用金庫みずほ支店  

日本政策金融公庫熱田支店 

製 :銑鉄鋳物, ダクタイル鋳鉄, ねずみ鋳鉄 

入 :鋳鉄鋳物, ステンレス鋳物, ハイマンガン鋳物,  

ハイクロム鋳物, アルミ鋳物（中国） 

進 :中国 

 

0498 株式会社 槌 屋 
〒460-8330 名古屋市中区上前津 2-9-29  

TEL : 052-331-5451   FAX : 052-332-5191 

URL : http:/www.tsuchiya-group.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 425人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三井住友銀行  

福岡銀行名古屋支店 

卸 :ウエザストリップ（プラスチック製）,  

自動車用デカル製品, エアゾールスプレー製品,  

マグネット製品（プラスチック製）, プリント配線基板,  

樹脂, 塗料（ペイント）, 接着剤, 工業用フィルム,  

工業用テープ, 研磨原材料 

出 :フィルム（プラスチック製）, インキ, 工業用テープ, 

印刷物, テープ加工品, プラスチック製品,  

塗料（ペイント）（米国, カナダ, 香港, タイ,  

ベトナム, インドネシア, 中国, チェコ） 

入 :接着剤, 塗料（ペイント）, 印刷物, 合成潤滑剤,  

電子機器, フィルム（米国, カナダ, フランス, 中国,  

ベトナム, 香港, タイ, インドネシア, チェコ） 

ブ :COSMO  

進 :米国, カナダ, 香港, タイ, ベトナム, インドネシア,  

中国, チェコ 

 

0499 恒川フエルト工業株式会社 
〒451-0044 名古屋市西区菊井 2丁目 22-25  

TEL : 052-561-3391   FAX : 052-561-3395 

URL : http:/www.tifco.co.jp 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

三井住友銀行名古屋駅前支店 

卸 :フェルト, 化成品, 不織布 

出 :フェルト（台湾, 中国, シンガポール） 

ブ :TIFCO  

 

0500 椿本興業株式会社 
〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-14-11  

DPスクエア東桜 6階 

TEL : 052-962-2313   FAX : 052-962-2237 

資本金 : 294,591万円   

設立年 : 1938年 

卸 :医薬品製造関連機械, 自動車組付装置, 検査治具,  

ロボット装置, 粉体生産設備, 加熱機器, 物流機器,  

印刷制御装置 

出 :医薬品製造関連機械, 自動車組付装置, 検査治具,  

ロボット装置, 粉体生産設備, 加熱機器, 物流機器,  

印刷制御装置 

入 :医薬品製造関連機械, 自動車組付装置, 検査治具,  

ロボット装置, 粉体生産設備, 加熱機器, 物流機器,  

印刷制御装置 

進 :中国, 韓国, タイ, シンガポール, インドネシア 

 

0501 株式会社ツルタ製作所 
〒448-0002 刈谷市一里山町南大根 12-1  

TEL : 0566-36-0357   FAX : 0566-36-1735 

URL : http://www.katch.ne.jp/~turutass 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行知立支店 十六銀行刈谷支店

http://www.tsukasa-ind.co.jp/
http://www.tsuda-inc.co.jp/
http://www.tsuchihira.jp/
http://www.tsuchiya-group.co.jp/
http://www.tifco.co.jp/
http://www.katch.ne.jp/~turutass
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製 :自動車用プレス部品, 金型, 溶接機部品 

入 :金属プレス金型, 溶接用治具, ゲージ,  

    ソーラーパネル,  

バッテリー, ＬＥＤバッテリー（中国） 

ブ :Team TSURUTA  

進 :中国 

 

0502 株式会社テイエスケイ 
〒485-0059 小牧市小木東 1丁目 237番地  

TEL : 0568-76-1600   FAX : 0568-75-5888 

URL : http:/www.kktsk.com 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1977年 

取引銀行 :十六銀行小田井支店  

製 :自動車部品用金型 

出 :自動車部品用金型 

（タイ, 中国, メキシコ, インドネシア） 

入 :金型, 金型部品（タイ, 中国, メキシコ,  

    インドネシア） 

進 :タイ, 中国, メキシコ, インドネシア 

 

0503 Ｔ・Ｓトレーディング株式会社 
〒491-0914 一宮市花池 3-13-15  

TEL : 0586-43-0541   FAX : 0586-46-2402 

URL : http:/www.ts-trading.net 

資本金 : 500万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 2011年 

取引銀行 :愛知銀行一宮南支店 三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 

卸 :布団, 毛布, タオルケット, 割烹着（エプロン）,  

エプロン, パジャマ（紳士用）, パジャマ（婦人用）, 枕,  

シーツ, 羽毛布団, マットレス, 膝掛け, タオル,  

防水シート, 帽子, ダウンジャケット, カーディガン,  

セーター, ジャケット（紳士用）, ワンピース,  

ダウン羽織, 繊維生地, ニット服地, 難燃紡績糸 

出 :繊維原料, 難燃紡績糸 

（中国, ベトナム, バングラデシュ） 

入 :布団, 毛布, タオルケット, 割烹着（エプロン）,  

エプロン, パジャマ（紳士用）, パジャマ（婦人用）, 枕, 

 シーツ, 羽毛布団, マットレス, 膝掛け, タオル,  

ダウンジャケット, 繊維生地, 難燃紡績糸, 座椅子,  

スツール, 椅子（木製） 

（中国, ベトナム, バングラデシュ） 

ブ :ﾓｴﾝｶ,ﾓｴﾅｲﾝ  

 

0504 株式会社ＴＭＷ 
〒492-8224 稲沢市奥田大沢町 27  

TEL : 0587-32-6281   FAX : 0587-21-2800 

URL : http:/www.tmw-integral.com 

資本金 : 9,100万円   従業員数 : 180人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

みずほ銀行名古屋駅前支店 

製 :自動車部品用金型 

出 :自動車部品用金型（米国, 英国, フランス, ドイツ,  

 ハンガリー, チェコ, 中国, 韓国, 台湾, タイ,  

 マレーシア, インド, ブラジル, アルゼンチン,  

 トルコ, 南アフリカ共和国, インドネシア） 

入 :自動車部品用金型（韓国, 中国, 米国） 

進 :米国, 中国, 韓国, マレーシア, タイ 

 

0505 ティー・エル・シー株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-11-27 TH錦ビル 3階 

TEL : 052-222-1170   FAX : 052-222-2550 

URL : http:/t-lc.co.jp 

資本金 : 20,000万円   従業員数 : 21人(1人) 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

大垣共立銀行名古屋支店 

卸 :合成樹脂, フィルム（プラスチック製）,  

袋（プラスチック製）, アクセサリー, 雑貨 

出 :合成樹脂, フィルム（プラスチック製）,  

袋（プラスチック製）, 雑貨（中国, フィリピン, 韓国） 

入 :合成樹脂, フィルム（プラスチック製）,  

袋（プラスチック製）, アクセサリー, 雑貨 

（中国, ベトナム, タイ, カンボジア） 

進 :中国 

 

0506 株式会社テイクロ 
〒456-0012 名古屋市熱田区沢上 2-8-9  

TEL : 052-682-9111   FAX : 052-682-9561 

URL : http:/www.teikuro.co.jp 

資本金 : 2,400万円   従業員数 : 86人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

三菱ＵＦＪ銀行金山支店 

製 :金属の鍍金加工 

出 :鍍金用工具（米国, 韓国, タイ） 

ブ :ﾃｲｸﾛ  

進 :米国, 韓国, タイ, 中国, メキシコ, ドイツ,  

トルコ, インドネシア 

 

0507 株式会社テイサク 
〒456-0051 名古屋市熱田区四番 1-15-6  

TEL : 052-682-3456   FAX : 052-682-5460 

URL : http:/www.teisaku.co.jp 

資本金 : 41,100万円   従業員数 : 68人 

設立年 : 1932年 

取引銀行 :十六銀行六番町支店 名古屋銀行六番町支店 

製 :削岩機, クラッシャー, ブレーカー, アンカードリル 

出 :クラッシャー, ブレーカー, 削岩機, アンカードリル 

 （米国, 東南アジア諸国, 中国, 豪州, ロシア,  

 中東諸国） 

入 :ブレーカー部品（韓国, 中国） 

進 :中国, 韓国 

 

0508 ティビーアール株式会社 
〒442-0844 豊川市小田渕町 4-63  

TEL : 0533-88-2171   FAX : 0533-88-6219 

URL : http://www.tbrjp.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行国府支店  

製 :漁業用ロープ, 船舶用ロープ, インテリア用組紐,  

    浮き, 河川浄化用紐状接触材, 農業設備,  

    水耕栽培用設備 

出 :河川浄化用紐状接触材, 漁業用ロープ, 養殖用ロープ 

 （韓国, 台湾, 豪州, カナダ, 米国, マレーシア,  

   インドネシア） 

入 :漁業用ロープ, 農業用ロープ, インテリア用組紐,  

ペット用紐（散歩ひも）（中国） 

ブ :TBR  

進 :中国 

 

0509 株式会社ティーピーエスアビエーションジャパン 
〒483-8408 江南市小杁町長者毛東 151-1  

TEL : 0587-55-6212   FAX : 0587-55-6408 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1996年

http://www.kktsk.com/
http://www.ts-trading.net/
http://www.tmw-integral.com/
http://t-lc.co.jp/
http://www.teikuro.co.jp/
http://www.teisaku.co.jp/
http://www.tbrjp.co.jp/
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取引銀行 :愛知銀行 岐阜信用金庫 

卸 :航空・宇宙関連機器部品 

入 :航空・宇宙関連機器部品（米国） 

 

0510 株式会社テクサム技研 
〒454-0863 名古屋市中川区大塩町 2-63  

TEL : 052-351-2518   FAX : 052-351-3220 

URL : http://www.texam.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行六番町支店  

          十六銀行六番町支店 

製 :染色試験機, 染色用機械 

出 :染色試験機（東南アジア諸国, 中東諸国, 欧州） 

ブ :UR･MINI-COLOR  

 

0511 株式会社テクノプラスト 
〒457-0078 名古屋市南区塩屋町 5-1-1  

TEL : 052-819-1130   FAX : 052-819-1133 

URL : http:/www.technoplast.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 74人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫恵方支店  

商工組合中央金庫熱田支店 

製 :プラスチック切削加工部品, プラスチック素材 

出 :プラスチック切削加工部品, プラスチック素材（タイ） 

進 :タイ 

 

0512 株式会社テーケーエム ㈱タクマ食品内 
〒486-0932 春日井市松河戸町 3丁目 15番地 3  

TEL : 0568-86-5570   FAX : 0568-86-5552 

URL : http://www.takumafoods.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 1人 

設立年 : 1993年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行勝川支店 愛知銀行勝川支店 

入 :食料品, ナッツ, ドライフルーツ, 海産物, 菓子 

（中国, 台湾, タイ, 韓国, ベトナム,  

マレーシア, トルコ） 

 

0513 株式会社デコレ 
〒462-0811 名古屋市北区山田北町 2-11  

TEL : 052-916-0935   FAX : 052-916-0660 

URL : http://www.decole.biz/ 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 14人 

設立年 : 1994年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫名古屋支店 愛知銀行大曽根支店 

卸 :雑貨, カードスタンド, マグネットフック,  

キーホルダー, 貯金箱, 蝋燭 

出 :陶器（米国, 台湾, 香港, 韓国, 欧州） 

入 :雑貨, カードスタンド, マグネットフック,  

キーホルダー, 貯金箱, 蝋燭（中国, ベトナム） 

ブ :decolello,concombre  

 

0514 株式会社寺田楽器 
〒461-0005 名古屋市東区東桜 2-17-15  

TEL : 052-931-2591   FAX : 052-931-2594 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1916年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 名古屋銀行葵支店 

製 :アコースティックギター, エレキギター 

出 :アコースティックギター, エレキギター 

（米国, カナダ, ＥＵ, 豪州） 

入 :ギター部品, 楽器用部材（米国, ドイツ, 韓国, 台湾） 

ブ :VG,ROZEO Guitars  

0515 寺西商事株式会社 
〒468-0045 名古屋市天白区野並 2-187  

TEL : 052-896-8155   FAX : 052-899-1077 

URL : http://bullman.jp 

資本金 : 1,600万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :名古屋銀行新瑞橋支店  

卸 :マッサージ機, 健康関連機器 

出 :マッサージ機, 健康関連機器 

（欧州, 豪州, 東南アジア諸国, 中東諸国,  

イスラエル） 

ブ :FIGHTER,Bullman  

 

0516 有限会社テル 
〒491-0871 一宮市浅野字外裏 33  

TEL : 0586-76-9110   FAX : 0586-76-9119 

URL : http:/www.teru.to 

資本金 : 300万円   従業員数 :  

設立年 : 2003年 

取引銀行 :十六銀行一宮南支店 中京銀行一宮南支店 

製 :飲料水生成機器 

出 :飲料水生成機器（台湾, カタール） 

 

0517 天狗缶詰株式会社 
〒460-0022 名古屋市中区金山 1-12-14 金山総合ビル 6F 

TEL : 052-300-5555   FAX : 052-300-5556 

URL : https://tgc-tengu.co.jp/ 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 280人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柴田支店 十六銀行内田橋支店 

製 :うずら卵, 筍（缶詰）, マッシュルーム（缶詰）,  

銀杏, 栗 

入 :スイートコーン（缶詰）, パイナップル（缶詰）,  

みかん（缶詰）, マッシュルーム（缶詰）, 筍（缶詰）,  

うずら卵（缶詰）, 黄桃缶詰（米国, インドネシア,  

タイ, 中国, ベトナム, ギリシア, 西アフリカ諸国） 

ブ :天狗,こてんぐ  

 

0518 株式会社デンソー 
〒448-8661 刈谷市昭和町 1-1  

TEL : 0566-61-5824   FAX : 0566-25-4605 

URL : http://www.globaldenso.com/ja 

資本金 : 18,740,000万円   従業員数 : 154,493人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

三井住友銀行名古屋支店 

製 :自動車部品 

出 :自動車部品 

 （米国, カナダ, メキシコ, ブラジル, アルゼンチン, 

 英国, ドイツ, フランス, 中国, 韓国, タイ, インド） 

入 :自動車部品（中国, 韓国, 米国） 

ブ :ﾃﾞﾝｿｰ,ｸｰﾙギア  

進 :米国, カナダ, メキシコ, ブラジル, アルゼンチン,  

英国, ドイツ, フランス, 中国, 韓国, タイ, インド 

 

0519 株式会社トーアトレーディング 
〒462-0825 名古屋市北区大曽根 4-2-33  セラヴィ 1~ 

TEL : 052-981-1457   FAX : 052-981-9567 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :第三銀行上飯田支店 中京銀行大曽根支店 

卸 :オルゴール, アンティークオルゴール, オルガン,  

ストリートオルガン, 両面テープ,  

自動演奏アコーディオン 

http://www.texam.jp/
http://www.technoplast.co.jp/
http://www.takumafoods.co.jp/
http://www.decole.biz/
http://bullman.jp/
http://www.teru.to/
https://tgc-tengu.co.jp/
http://www.globaldenso.com/ja
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入 :オルゴール, アンティークオルゴール, オルガン, 

ストリートオルガン, 両面テープ,  

自動演奏アコーディオン 

（スイス, ドイツ, オランダ, ベルギー, 英国, 米国） 

ブ :Reuge Music, HERMA,Jobin Music  

 

0520 東亜機械工業株式会社 
〒460-0018 名古屋市中区門前町 1-8  

TEL : 052-331-1861   FAX : 052-331-1863 

URL : http:/www.toamac.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 愛知銀行 

出 :フォークリフトトラック, ホイールローダー 

（欧州, 米国, 東南アジア諸国, 南米諸国, 中東諸国） 

 

0521 株式会社東亜製作所 
〒471-0873 豊田市秋葉町 4-2  

TEL : 0565-32-2208   FAX : 0565-32-2219 

URL : http:/www.motocubic.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1962年 

取引銀行 :碧海信用金庫豊田寿町支店  

豊田信用金庫本店営業部 

製 :産業機械, バイクガレージ 

入 :機械加工部品（中国） 

ブ :motoCUBIC  

 

0522 東海エレクトロニクス株式会社 
〒460-8432 名古屋市中区栄 3-34-14  

TEL : 052-261-3213   FAX : 052-261-7855 

URL : https://www.tokai-ele.com 

資本金 : 307,539万円   従業員数 : 344人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

三井住友銀行名古屋法人営業部 

卸 :半導体部品, 電子部品, 電子機器, 電子材料,  

コンピュータ用ソフトウエア 

出 :半導体, 液晶, 銅合金, センサー, 開閉器（スイッチ）,  

ゴムローラー, コンデンサー, 光学部品 

（インド, 台湾, シンガポール, 米国, フィリピン,  

インドネシア, 中国, タイ, ドイツ） 

入 :半導体電子部品, ソレノイド,  

インターフェースケーブル, 発光ダイオード, モーター, 

 プリント配線基板, リモートコントローラ 

（台湾, 米国, ドイツ, 中国, フィリピン, タイ,  

シンガポール, インドネシア, インド） 

進 :インド, シンガポール, 台湾, 米国, フィリピン,  

インドネシア, 中国, タイ, ドイツ 

 

0523 株式会社東海エンタープライズ 
〒464-0822 名古屋市千種区穂波町 1-20  

TEL : 052-752-6531   FAX : 052-752-6530 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1978年 

取引銀行 :三重銀行名古屋支店  

卸 :日用品雑貨, 耳かき 

入 :ヘアブラシ, スパッツ, 自動車用アクセサリー,  

    耳かき（中国, 香港, 台湾, 韓国, タイ, 米国,  

ドイツ, イタリア） 

 

0524 株式会社東海機械製作所 
〒444-3523 岡崎市藤川町字北荒古 32  

TEL : 0564-51-2793   FAX : 0564-54-0619 

URL : http:/www.tokaikikai.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :岡崎信用金庫 碧海信用金庫 

製 :油圧プレス機, 金属加工製品 

出 :油圧プレス機（中国, 米国, タイ） 

入 :金属製品（中国, タイ） 

ブ :U-Tec  

進 :中国, タイ 

 

0525 東海機器工業株式会社 
〒481-0035 北名古屋市宇福寺長田 73  

TEL : 0568-68-7111   FAX : 0568-68-7011 

URL : http:/www.tokai-kiki.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 65人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店 愛知銀行本店 

製 :畳製造機械, 畳縫着機, 畳消毒乾燥機, 福祉機器 

出 :畳製造機械, 畳縫着機, 畳消毒乾燥機, い草関連機器,  

福祉機器（中国, 台湾, 韓国） 

入 :畳製造機械, 機械部品（中国） 

ブ :ｽｰﾊﾟｰﾘｰﾄﾞ,ﾎｰﾌﾟ TA  

   【2017年度調査回答】 

 

0526 東海挾範株式会社 
〒455-0072 名古屋市港区須成町三丁目三十一番地  

TEL : 052-661-0258   FAX : 052-652-0454 

URL : http:/www.tokai-kyohan.co.jp 

資本金 : 2,400万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :名古屋銀行六番町支店  

          三菱ＵＦＪ銀行金山支店 

製 :単測ゲージ, 組立ゲージ 

出 :単測ゲージ, 組立ゲージ（米国, 中国, タイ） 

入 :単測ゲージ（中国, タイ） 

ブ :TKS  

進 :米国, 中国, タイ 

 

0527 東海軽工株式会社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-24-30  

TEL : 052-541-2261   FAX : 052-541-2264 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

卸 :工業用ゴム製品 

出 :合成ゴム, ゴム薬品（ベトナム） 

入 :天然ゴム, ラテックス, 合成ゴム,  

加硫促進剤（ゴム・プラスチック用） 

（タイ, マレーシア, シンガポール, 中国） 

 

0528 東海光学株式会社 
〒444-2192 岡崎市恵田町下田 5-26  

TEL : 0564-27-3021   FAX : 0564-27-3058 

URL : http://www.tokai.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 399人 

設立年 : 1939年 

取引銀行 :名古屋銀行岡崎支店 岡崎信用金庫 

製 :眼鏡レンズ（プラスチック）, 眼鏡レンズ（ガラス製）,  

光学薄膜製品 

出 :眼鏡レンズ（プラスチック）, 眼鏡レンズ（ガラス製）,  

光学薄膜製品（台湾, シンガポール, スイス, イタリア,  

 イスラエル, 米国, カナダ, ベルギー, フランス,  

ドイツ, ハンガリー, 英国, インドネシア,  

http://www.toamac.com/
http://www.motocubic.co.jp/
https://www.tokai-ele.com/
http://www.tokaikikai.co.jp/
http://www.tokai-kiki.co.jp/
http://www.tokai-kyohan.co.jp/
http://www.tokai.com/
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マレーシア, 中国, ロシア, スロバキア, 

サウジアラビア, アラブ首長国連邦, 韓国, インド,  

タイ, ベトナム, 豪州, フィリピン, ブラジル, 

モンゴル, バングラデシュ, ミャンマー） 

入 :眼鏡レンズ用素材 

（フランス, ドイツ, タイ, 韓国, 中国） 

ブ :TOKAI  

進 :ベルギー, 中国 

 

0529 東海興業精機株式会社 
〒474-0036 大府市月見町三丁目 115番地  

TEL : 0562-46-2236   FAX : 0562-46-3298 

URL : http:/www.t-seiki.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :岡崎信用金庫刈谷支店  

          三菱ＵＦＪ銀行刈谷支店 

製 :工作機械, 金型, 機械装置 

出 :工作機械（タイ） 

入 :工作機械部品（タイ） 

進 :タイ 

 

0530 株式会社東海製作所 
〒454-0842 名古屋市中川区宮脇町 2-14  

TEL : 052-361-7475   FAX : 052-353-7863 

URL : http:/www.tokaiseisaku.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 19人 

設立年 : 1984年 

取引銀行 :名古屋銀行五月通支店 愛知銀行昭和橋支店 

製 :販促用什器, オフィスアクセサリー 

出 :販促用什器, オフィスアクセサリー, 再生樹脂材料 

（中国, 台湾, 香港, ベトナム） 

入 :販促用什器, オフィスアクセサリー 

（台湾, 中国, ベトナム, マレーシア） 

ブ :ﾌﾟﾗｽ+ﾗｯｸ®  

進 :香港 

 

0531 東海セラミクス有限会社 
〒489-0073 瀬戸市泉町 7番地  

TEL : 0561-83-4111   FAX : 0561-21-5111 

資本金 : 400万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 2004年 

取引銀行 :商工組合中央金庫 三井住友銀行 

製 :窯業製品, 構造材用大型セラミクス 

出 :窯業原料（中国） 

入 :窯業製品, 窯業原料, 天草 

（中国, インドネシア, マレーシア） 

 

0532 東海漬物株式会社 
〒440-8530 豊橋市駅前大通 2-28  

TEL : 0532-51-6101   FAX : 0532-51-6120 

URL : http://www.kyuchan.co.jp 

資本金 : 20,200万円   従業員数 : 660人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :三井住友銀行豊橋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行豊橋支社 

製 :漬物 

入 :塩漬野菜, 胡瓜（塩蔵）, 大根（塩蔵）, 生姜（塩付）

（中国, タイ, ラオス） 

ブ :ｷｭｰちゃん,こくうまｷﾑﾁ  

 

0533 東海時計商事株式会社 
〒461-0027 名古屋市東区芳野 1-15-12  

TEL : 052-931-0411   FAX : 052-931-0933 

URL : http://www.tokai-wj.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大曽根支店  

大垣共立銀行大曽根支店 

卸 :時計, 宝石、貴金属製品, 皮革製品, ライター,  

ボールペン, 健康機器・用品 

ブ :Three Quarter,美＆麗  

 

0534 東海ポリマー株式会社 
〒464-0006 名古屋市千種区光が丘 1-16-5  

TEL : 052-722-5885   FAX : 0568-74-0181 

資本金 : 2,580万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

製 :フッ素樹脂加工, ゴムО リング表面樹脂加工,  

プランジャー表面樹脂加工 

   【2017年度調査回答】 

 

0535 株式会社東海メディカルプロダクツ 
〒486-0808 春日井市田楽町更屋敷 1485  

TEL : 0568-27-6142   FAX : 0568-27-8888 

URL : http:/www.tokaimedpro.co.jp 

資本金 : 8,475万円   従業員数 : 180人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :医療器具, カテーテル 

出 :カテーテル 

   （米国, 韓国, 欧州, 中国, 東南アジア諸国） 

入 :カテーテル（ドイツ） 

ブ :CARNERIAN,OPTIMO  

進 :フィリピン 

 

0536 東海窯礦株式会社 
〒489-0005 瀬戸市中水野町 2丁目 10番地  

TEL : 0561-48-8845   FAX : 0561-48-2878 

URL : http:/www.youkou-home.jp 

資本金 : 1,000万円   設立年 : 1961年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫共栄支店  

          三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 

製 :ノベルティ, 音楽記念品 

出 :音楽記念品, セールスプロモーション製品 

（台湾, シンガポール, タイ, 韓国, 豪州） 

入 :オリジナル商品 

    （中国, インド, ベトナム, 韓国, 香港） 

ブ :YOUKOU HOME  

進 :東南アジア諸国 

 

0537 株式会社東海理化電機製作所 
〒480-0195 丹羽郡大口町豊田三丁目 260番地  

TEL : 0587-95-7612   FAX : 0587-95-6641 

URL : http://www.tokai-rika.co.jp 

資本金 : 2,285,600万円   従業員数 : 19,132人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :自動車用スイッチ, キーロック, シートベルト,  

シフトレバー 

出 :自動車用スイッチ, キーロック, シートベルト,  

シフトレバー（米国, 中国） 

入 :自動車部品（米国, 中国） 

進 :米国, 中国 

 

0538 株式会社東京興業貿易商会名古屋支店 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-4-1  

http://www.t-seiki.co.jp/
http://www.tokaiseisaku.co.jp/
http://www.kyuchan.co.jp/
http://www.tokai-wj.co.jp/
http://www.tokaimedpro.co.jp/
http://www.youkou-home.jp/
http://www.tokai-rika.co.jp/
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TEL : 052-201-3321   FAX : 052-211-5939 

URL : http:/www.tkbs.co.jp 

資本金 : 17,390万円   従業員数 : 107人(9人)  
設立年 : 1947年 

取引銀行 :三井住友銀行本店 三菱ＵＦＪ銀行新橋支店 

卸 :珪藻土, 濾過・浄化装置, 耐火断熱材, 研磨原材料,  

窯業材料, パッキン, 建築材料（窯業製）,  

空調関連機材, 電気絶縁材料, 電気防食材料,  

公害関連材料 

入 :珪藻土, 天井材（アルミシステム天井）, 雲母,  

電熱ヒーターケーブル, シール材 

（カナダ, 米国, デンマーク, 英国, 中国） 

ブ :T-Y SEAL,TK ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ  

進 :中国 

 

0539 東京材料株式会社 名古屋支店 
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-18-24 いちご伏見ビル 2F 

TEL : 052-204-1931   FAX : 052-204-2219 

URL : http:/www.tokyozairyo.co.jp 

資本金 : 22,760万円   従業員数 : 141人(13人) 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

卸 :合成ゴム, カーボンブラック, 合成樹脂, 化学品,  

ゴム薬品 

出 :合成ゴム, カーボンブラック, 合成樹脂, 化学品,  

ゴム薬品（中国, タイ, インドネシア, インド, 米国） 

進 :米国, 中国, タイ, インドネシア, シンガポール,  

ベトナム, メキシコ, インド 

 

0540 株式会社東京衡機試験機 
〒440-0071 豊橋市北島町字北島 202  

TEL : 0532-53-1106   FAX : 0532-53-3447 

URL : http:/www.tohsi.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 107人 

設立年 : 1984年 

取引銀行 :三井住友銀行東京中央支店 愛知銀行豊橋支店 

製 :試験機, 計測器 

出 :試験機, 計測器（韓国, 台湾, タイ, インドネシア,  

パキスタン, インド, 中国, アジア諸国） 

ブ :TTM  

  

0541 東 工 株式会社 
〒455-0074 名古屋市港区正保町 4-2  

TEL : 052-381-8201   FAX : 052-383-3487 

URL : http:/www.tokokk.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :中京銀行八熊支店 百五銀行当知支店 

製 :金属加工部品 

 

0542 株式会社東郷製作所 
〒470-0162 愛知郡東郷町大字春木字蛭池 1  

TEL : 0561-38-1111   FAX : 0561-38-5335 

URL : http:/www.togoh.co.jp 

資本金 : 30,400万円   従業員数 : 900人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行名古屋支店 

製 :自動車用小物バネ 

出 :樹脂ファスナー, 薄板ばね, コイルばね 

（米国, 欧州, 豪州, 東南アジア諸国, 中国） 

入 :ファスナー（米国） 

進 :米国, ドイツ, タイ, 中国 

 

 

0543 株式会社トウチュウ 
〒470-3235 知多郡美浜町大字野間字中新田 5番  

TEL : 0569-87-1113   FAX : 0569-87-0144 

URL : http:/www.tochu.com 

資本金 : 89,060万円   従業員数 : 469人 

設立年 : 1933年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

名古屋銀行本店営業部 

製 :珪砂, 機械, 鋳造品, 金型, コーテッドサンド 

出 :機械（タイ, インドネシア, 韓国） 

入 :珪砂, 炭酸リチウム, ソーダ灰（豪州） 

ブ :ｹﾏｰﾄﾝ･ｼﾘｶｻﾝﾄﾞ,ｱﾙﾊﾞﾆｰｼﾘｶｻﾝﾄﾞ  

進 :豪州, タイ, インドネシア, マレーシア 

 

0544 株式会社東原製陶 
〒462-0819 名古屋市北区平安 2-21-86  

TEL : 052-991-8178   FAX : 052-991-8179 

URL : http:/www.e-tohara.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 1人 

設立年 : 1923年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店  

          瀬戸信用金庫大曽根支店 

入 :陶磁器製品, 白磁器, 転写紙 

（フランス, 英国, オランダ, スペイン, 中国） 

 

0545 株式会社 東 貿 
〒456-0017 名古屋市熱田区尾頭町 2-14  

TEL : 052-682-6122   FAX : 052-681-3030 

資本金 : 3,800万円   従業員数 : 80人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :北陸銀行金山橋支店 名古屋銀行八熊支店 

卸 :海老（冷凍）, 穴子, トリ貝, 若さぎ, 鰻（生鮮）,  

冷凍水産物 

入 :海老（冷凍）, 穴子, トリ貝, 若さぎ, 鰻（生鮮）,  

冷凍水産物 

（香港, 韓国, インドネシア, 中国, 豪州, インド,  

  アルゼンチン） 

 

0546 株式会社東宝商会 
〒461-0040 名古屋市東区矢田三丁目 2-55  

TEL : 052-725-9243   FAX : 052-725-9244 

URL : http://www.topco.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店  

大垣共立銀行菊井町支店 

製 :自動車部品, 自動車用アクセサリー, 環境機器 

出 :自動車部品 

（中南米諸国, 米国, 東南アジア諸国, 中東諸国,  

 欧州） 

ブ :TOPCO,EAGLE  

 

0547 東邦精器株式会社 
〒467-0842 名古屋市瑞穂区妙音通 4-1  

TEL : 052-859-2151   FAX : 052-852-2223 

URL : http://www.tohoinc.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 十六銀行大須支店 

卸 :工作機械, 工具, 治具, 化学品 

出 :工作機械, 化学品（タイ） 

 

0548 株式会社トウメイ 
〒489-0045 瀬戸市陶本町 4-7-3  

http://www.tkbs.co.jp/
http://www.tokyozairyo.co.jp/
http://www.tohsi.co.jp/
http://www.tokokk.com/
http://www.togoh.co.jp/
http://www.tochu.com/
http://www.e-tohara.com/
http://www.topco.co.jp/
http://www.tohoinc.co.jp/
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TEL : 0561-21-5500   FAX : 0561-82-3661 

URL : http://www.maruiti.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 十六銀行瀬戸支店 

卸 :化学工業薬品, 窯業原料 

入 :化学工業薬品, 窯業原料, 洗剤原料, 界面活性剤,  

寒天（中国, 韓国, インド, トルコ, フランス, 台湾,  

インドネシア, サウジアラビア） 

進 :中国, 韓国 

【2017年度調査回答】 

 

0549 トウメイ保安株式会社 
〒486-0802 春日井市桃山町 2丁目 407  

TEL : 0568-33-1000   FAX : 0568-31-4554 

URL : http://www.s-toumei.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :商工組合中央金庫熱田支店  

大垣共立銀行勝川支店 

製 :フェンス, バリケード, 土木工事用保安用品,  

交通誘導ロボット, ＬＥＤ工事灯 

入 :ＬＥＤソーラー灯, ラバーウェート, 樹脂ネット,  

鋳鉄ウェート, バリスター（中国） 

ブ :ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪﾝｽ,KKH三段ﾌｪﾝｽ  

 

0550 株式会社 東 陽 
〒448-8731 刈谷市中山町 3-38  

TEL : 0566-23-2036   FAX : 0566-23-5600 

URL : http://www.toyo-tos.co.jp 

資本金 : 48,532万円   従業員数 : 782人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行刈谷支店  

          碧海信用金庫刈谷支店 

卸 :工作機械, 工具・道具類, 産業機械,  

マーキングシステム 

出 :工作機械, 工具・道具類, 産業機械 

（米国, 台湾, タイ, カナダ, インド, インドネシア, 

 チェコ, ドイツ, 中国, メキシコ, ベトナム） 

入 :刻印機, 高圧プランジャーポンプ, 工具, 工作機械,  

マーキングシステム（イタリア, 中国, 台湾, 香港,  

米国, ドイツ, 韓国, タイ, インド） 

ブ :TELESIS,AUTOMATER  

進 :米国, タイ, カナダ, チェコ, 中国, インドネシア,  

メキシコ, インド 

 

0551 東洋クッション株式会社 
〒474-8642 大府市追分町 2-1  

TEL : 0562-47-2151   FAX : 0562-47-2156 

URL : http://www.medias.ne.jp/~toyo-c/ 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大府支店 名古屋銀行大府支店 

製 :パームロック, 化繊ロック, フェルト土木資材 

出 :フィルター（韓国, 台湾, 中国） 

入 :パームロック（スリランカ） 

ブ :ES ｱﾙﾌｧｼｰﾄ  

進 :スリランカ 

 

0552 東洋工販株式会社 
〒491-0905 一宮市平和 1-10-34  

TEL : 0586-44-8665   FAX : 0586-44-1463 

URL : http:/www.toyokohan.com 

資本金 : 300万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :中京銀行一宮南支店  

卸 :測定機器, 切削工具, 工作機械, コンベア, 発電機,  

機械工具, 計測器 

 

0553 東洋精鋼株式会社 
〒490-1412 弥富市馬ヶ地三丁目 195番地 1  

TEL : 0567-52-3451   FAX : 0567-52-3457 

URL : http:/www.toyoseiko.co.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 63人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店  

          百五銀行富吉支店 

製 :カットワイヤー, ラウンドカットワイヤー,  

カバレージ測定器 

出 :カットワイヤー, ラウンドカットワイヤー,  

カバレージ測定器 

 （米国, メキシコ, ブラジル, カナダ, 韓国, 中国,  

   タイ, フィリピン, マレーシア, インドネシア,  

   チェコ, ポーランド, 台湾, シンガポール, インド,  

   ハンガリー） 

入 :ワイヤー（中国, 韓国, タイ） 

ブ :ﾗｳﾝﾄﾞｶｯﾄﾜｲﾔｰ,ｶﾊﾞﾚｰｼﾞ測定器  

進 :タイ, 米国 

 

0554 東洋電機株式会社 
〒486-8585 春日井市味美町 2丁目 156番地  

TEL : 0568-31-4191   FAX : 0568-31-8096 

URL : http://www.toyo-elec.co.jp 

資本金 : 103,708万円   従業員数 : 306人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :百五銀行名古屋支店  

商工組合中央金庫名古屋支店 

製 :監視制御装置, 受配電設備, 印刷制御装置,  

搬送制御装置, 変圧器, 空間光伝送装置, 光センサー,  

表示器（電気式）, エレベータ用センサー 

出 :エレベータ用センサー, 空間光伝送装置, 制御機器 

（中国, 韓国, タイ, コロンビア, 台湾） 

入 :エレベータ用センサー, 空間光伝送装置（中国, タイ） 

ブ :SOT,ﾊﾞﾗｺﾝ  

進 :中国, タイ 

 

0555 東洋フイツテング株式会社 
〒455-0064 名古屋市港区本宮町 1-27  

TEL : 052-652-3221   FAX : 052-653-7372 

URL : http:/www.toyo-fit.co.jp 

資本金 : 15,000万円   従業員数 : 85人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :百五銀行港支店 大垣共立銀行名古屋支店 

製 :銅製管用継手 

入 :銅製管用継手（米国, 英国, ドイツ, 韓国） 

ブ :TF  

 

0556 東和毛織株式会社 
〒491-0103 一宮市浅井町前野字新開 70-1  

TEL : 0586-78-1165   FAX : 0586-51-2140 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店  

いちい信用金庫浅井支店 

製 :特殊梳毛糸 

ブ :CAPYARN,Airy SPUN 

http://www.maruiti.co.jp/
http://www.s-toumei.jp/
http://www.toyo-tos.co.jp/
http://www.medias.ne.jp/~toyo-c/
http://www.toyokohan.com/
http://www.toyoseiko.co.jp/
http://www.toyo-elec.co.jp/
http://www.toyo-fit.co.jp/
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0557 トキワ織物株式会社 
〒443-0021 蒲郡市三谷町若宮 172  

TEL : 0533-69-1281   FAX : 0533-67-3017 

URL : http:/www.tokiwatextiles.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :蒲郡信用金庫  

卸 :カーテン, 衣類, 寝具, 衣類小物, 手袋（繊維）,  

ブラインド, 糸, 繊維生地 

出 :カーテン, 衣類, 寝具, 衣類小物, 手袋（繊維）,  

ブラインド, 糸, 繊維生地（中国, オランダ） 

入 :カーテン, 衣類, 寝具, 衣類小物, 手袋（繊維）,  

ブラインド, 糸, 繊維生地（中国） 

進 :中国 

 

0558 常盤産業株式会社 
〒460-0014 名古屋市中区富士見町 15-31  

TEL : 052-331-3139   FAX : 052-331-4063 

URL : http:/www.tokiwa-group.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 67人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :名古屋銀行上前津支店  

三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

卸 :油圧機器, 工作機械, 専用機, 省力化機械装置,  

環境関連機器, 画像処理検査機 

出 :油圧機器, 金型, 電気機器部品 

（中国, 北米諸国, 韓国, 豪州） 

入 :油圧機器, 専用機（中国, 台湾） 

ブ :T-LOCK T-カパラ,T-ミュート、  

進 :中国 

 

0559 トクデンコスモ株式会社 
〒455-0834 名古屋市港区神宮寺 2-1611  

TEL : 052-382-6711   FAX : 052-383-8966 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :愛知銀行当知支店 大垣共立銀行 

製 :電気制御盤, 制御機器, 産業機械, ハンドドライバー,  

特殊ドリル, 交通安全機器 

ブ :忍者ｼﾒ丸ｼﾘｰｽﾞ,安全太郎  

 

0560 徳仲株式会社 
〒470-0131 日進市岩崎町大塚 85  

TEL : 0561-72-1106   FAX : 0561-74-0581 

URL : http:/www.tokunaka.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 11人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :名古屋銀行平針支店 豊田信用金庫日進支店 

製 :その他の専用工作機械 

入 :その他の専用工作機械（ベトナム） 

 

0561 冨田商事株式会社 
〒466-0832 名古屋市昭和区駒方町 2-110  

TEL : 052-832-1431   FAX : 052-832-1449 

URL : http:/www.tomitashoji.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 11人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :愛知銀行塩付通支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

卸 :繊維生地, 繊維製品, 凍結乾燥機, 下着, 防災用品 

出 :ベビー用品（中国） 

入 :繊維製品（中国, 韓国, ベトナム） 

ブ :ﾙｼｪﾙｼｪ,ﾐｾｽｴｰﾙ  

 

0562 株式会社トーメーコーポレーション 
〒451-0051 名古屋市西区則武新町 2-11-33  

TEL : 052-581-5327   FAX : 052-561-4735 

URL : http:/www.tomey.com 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 230人 

設立年 : 2000年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

三井住友銀行名古屋支店 

製 :眼科用医療機器 

出 :眼科用医療機器 

（ドイツ, イタリア, 米国, 中国, 韓国, 台湾,  

インド, タイ, 豪州, シンガポール, インドネシア,  

ベトナム, メキシコ, ペルー, ブラジル, チリ,  

ベネズエラ, アルゼンチン） 

入 :眼科用機器部品, 眼科用医療器具（米国, フランス） 

ブ :TOMEY  

 

0563 トモエモーター株式会社 
〒452-0932 清須市朝日貝塚 72 トモエビル 3F 

TEL : 052-409-2631   FAX : 052-409-6647 

URL : http://www.tomoemotor.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :十六銀行東稲沢支店  

三菱ＵＦＪ銀行尾張新川支店 

卸 :タイヤ（ゴム製）, クーラーガス 

出 :コンバイン, 田植機, コンクリートポンプ,  

フォークリフト, 中古クレーン車, 高所作業車,  

トラック, 建設機械（東南アジア諸国, 中東諸国, 中国） 

入 :産業車両用タイヤ, クーラーガス（中国, タイ） 

   【2017年度調査回答】 

 

0564 有限会社トモミコーポレーション 
〒456-0062 名古屋市熱田区大宝 4-10-25  

TEL : 052-671-1153   FAX : 052-671-1154 

資本金 : 300万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1995年 

取引銀行 :三井住友銀行 愛知銀行 

出 :インターホン, 電話機, セキュリティ機器, 機械 

（米国, 中南米諸国, カリブ海諸国, 中東諸国,  

アフリカ諸国） 

 

0565 豊岡エンジニアリング株式会社 
〒444-0243 岡崎市上青野町字中屋敷 123番地  

TEL : 0564-43-5551   FAX : 0564-57-6227 

URL : http:/www.toyooka-eg.co.jp 

資本金 : 6,120万円   従業員数 : 21人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :岡崎信用金庫本店 三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店 

製 :産業用ロボットシステム, 工場自動化(ＦＡ)機器 

出 :産業用ロボットシステム, 工場自動化(ＦＡ)機器 

（タイ, ベトナム） 

ブ :TOYOOKA  

進 :ベトナム 

 

0566 豊興工業株式会社 
〒444-3592 岡崎市鉢地町開山 45  

TEL : 0564-48-2286   FAX : 0564-48-5125 

URL : http:/www.toyooki.jp 

資本金 : 25,400万円   従業員数 : 435人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :油圧機器, 空圧機器, 自動車部品, 機械 

出 :油圧機器, 空圧機器, 自動車部品 

http://www.tokiwatextiles.co.jp/
http://www.tokiwa-group.co.jp/
http://www.tokunaka.co.jp/
http://www.tomitashoji.com/
http://www.tomey.com/
http://www.tomoemotor.com/
http://www.toyooka-eg.co.jp/
http://www.toyooki.jp/
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（韓国, 米国, 台湾, ドイツ, インドネシア, タイ,  

マレーシア, シンガポール, フィリピン, 中国, 英国, 

    ベトナム） 

入 :油圧機器部品, 空圧機器部品（台湾） 

ブ :TOYOOKI  

進 :台湾 

 

0567 豊 島 株式会社 
〒460-8671 名古屋市中区錦 2-15-15  

TEL : 052-204-7770   FAX : 052-204-7415 

URL : http://www.toyoshima.co.jp 

資本金 : 300,000万円   従業員数 : 554人 

設立年 : 1918年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

出 :綿織物, 毛織物, 綿糸, 毛糸, 合成繊維原材料,  

合繊糸, 合繊織物（中国, 韓国, インドネシア, タイ, 

 香港, ベトナム, カンボジア, ミャンマー） 

入 :衣類及び衣類小物, 綿及び繰綿, 綿織物, 毛織物,  

綿糸, 毛糸, 合繊及び合繊織物（中国, 米国, 韓国,  

香港, 豪州, タイ, インドネシア, インド, イタリア, 

  ベトナム, カンボジア, ミャンマー, バングラデシュ） 

進 :米国, 香港, 中国, イタリア, インドネシア,  

    ベトナム 

 

0568 豊田化学工業株式会社 
〒471-0825 豊田市明和町 6-1  

TEL : 0565-28-2651   FAX : 0565-27-7185 

URL : http://www.t-k.co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 98人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :名古屋銀行豊田南支店 岡崎信用金庫前山支店 

製 :水溶性切削剤, 水溶性研削剤 

出 :水溶性切削剤, 水溶性研削剤, 油性洗浄剤,  

濾過フィルター（米国, 中国, 欧州, 東南アジア諸国） 

ブ :ｿﾙﾍﾞﾝﾄ ED,ｵｶｸｱｸｱｶｯﾄ,ﾄﾖｼﾞｪﾝﾄ  

進 :中国 

 

0569 トヨタ自動車株式会社 
〒471-8571 豊田市トヨタ町 1  

TEL : 03-5800-7222   FAX : 03-3817-9033 

URL : http:/www.toyota.co.jp 

資本金 : 6,354,000万円   従業員数 : 396,124人 

設立年 : 1937年 

取引銀行 :三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :自動車, 自動車部品 

出 :自動車, 自動車部品（世界各国） 

入 :自動車, 自動車部品（世界各国） 

ブ :TOYOTA,Lexus  

進 :世界各国 

 

0570 株式会社豊田自動織機 
〒448-8671 刈谷市豊田町 2-1  

TEL : 0566-87-6460   FAX : 0566-87-6499 

URL : http://www.toyota-shokki.co.jp 

資本金 : 8,040,000万円   従業員数 : 61,152人 

設立年 : 1926年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :繊維機械, カーエアコン用コンプレッサー, 自動車,  

産業用車両, 自動倉庫, エンジン, 鋳造品, 電子部品,  

自動車用プレス金型 

出 :繊維機械, カーエアコン用コンプレッサー, 産業用車両, 

電子部品（世界各国） 

入 :機械, 機械部品, 産業用車両, 鋳造品, 鋳造用原材料 

（世界各国） 

ブ :TOYOTA,BT  

進 :米国, フランス, インド, 中国, ドイツ, 英国,  

イタリア, スウェーデン, デンマーク, ノルウェー,  

ポーランド, 豪州, ブラジル, ベトナム,  

インドネシア, ギリシア, ハンガリー, ベルギー 

 

0571 トヨタ車体株式会社 
〒448-8666 刈谷市一里山町金山 100  

TEL : 0566-36-7907   FAX : 0566-25-1270 

URL : http:/www.toyota-body.co.jp 

資本金 : 1,037,000万円   従業員数 : 17,511人 

設立年 : 1945年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

三井住友銀行名古屋支店 

製 :自動車, 福祉部品, 超小型電気自動車 

出 :自動車部品, 自動車 

（インドネシア, タイ, 台湾, マレーシア, 米国,  

中国, 南アフリカ共和国, ポルトガル, 世界各国） 

入 :自動車部品（中国） 

ブ :ﾄﾖﾀ,ﾊｲｴｰｽ，ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ,ｺﾑｽ  

進 :タイ, インドネシア, 台湾, マレーシア, 米国, 中国 

 

0572 豊田鉄工株式会社 
〒471-8507 豊田市細谷町 4-50  

TEL : 0565-26-6147   FAX : 0565-26-1248 

URL : http:/www.tiw.co.jp 

資本金 : 222,300万円   従業員数 : 2,300人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 

製 :自動車部品, 金属プレス加工部品 

出 :金型関連機器, 溶接用機器, 金属プレス加工部品,  

ボルト, ナット（米国, カナダ, インドネシア, インド, 

トルコ, 中国, タイ, フィリピン） 

進 :米国, カナダ, インドネシア, インド, トルコ, 中国,  

タイ, フィリピン, メキシコ 

 

0573 株式会社トヨテック 
〒442-0024 豊川市西豊町 2-35  

TEL : 0533-85-1110   FAX : 0533-85-1458 

URL : http:/www.toyotec.com 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 269人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :商工組合中央金庫豊橋支店  

豊川信用金庫本店営業部 

製 :光学部品, 光学機器, プラスチック製精密部品, 金型, 

専用機 

出 :光学部品 

   （香港, 米国, 中国, 韓国, マレーシア, 台湾, 

     シンガポール, イタリア, ドイツ） 

入 :光学部品（香港, 中国） 

進 :中国, 香港 

 

0574 株式会社トヨトミ 
〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町 5-17  

TEL : 052-822-1108   FAX : 052-824-7151 

URL : http:/www.toyotomi.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 450人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

大垣共立銀行名古屋支店 

製 :石油ストーブ, 空調機器, 石油ボイラー,  

ヒーター（電気式）, 石油ファンヒーター 

出 :石油ストーブ, 空調機器, 石油ボイラー,  

http://www.toyoshima.co.jp/
http://www.t-k.co.jp/
http://www.toyota.co.jp/
http://www.toyota-shokki.co.jp/
http://www.toyota-body.co.jp/
http://www.tiw.co.jp/
http://www.toyotec.com/
http://www.toyotomi.jp/
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ヒーター（電気式）, 石油ファンヒーター 

（欧州, 太洋州諸国, 北米諸国, 中東諸国, 南米諸国） 

入 :除湿機, 扇風機, ペレットストーブ 

（台湾, 中国, カナダ, イタリア） 

ブ :TOYOTOMI,TOYOSET 

進 :米国, オランダ, イタリア, フランス, スペイン 

   【2017年度調査回答】 

 

0575 トヨネン株式会社 
〒441-8074 豊橋市明海町 5-77  

TEL : 0532-23-6655   FAX : 0532-23-6635 

URL : http:/www.toyonen.net 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1943年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

製 :漁網, スポーツ用ネット, 鳥獣害防止ネット 

 

0576 豊橋糧食工業株式会社 
〒441-8033 豊橋市入船町 33番地  

TEL : 0532-45-2155   FAX : 0532-45-2156 

URL : http:/www.t-ryoshoku.co.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :押麦, 丸麦, 発芽押麦, 米粒麦, 白麦, ビタバァレー,  

大麦粉, 大麦きしめん, 大麦シリアル 

出 :押麦（香港, 台湾, 米国, タイ, シンガポール） 

ブ :Orge大麦ｼﾘｱﾙ 3.3,発芽押麦  

進 :香港, 台湾, 米国, タイ, シンガポール 

 

0577 株式会社トラスト 
〒460-0003 名古屋市中区錦 3-10-32 栄 VTビル 3F 

TEL : 052-219-9058   FAX : 052-219-9028 

URL : http:/www.trust-ltd.co.jp 

資本金 : 134,900万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

出 :中古自動車, 中古自動二輪車, 自動車部品, 建設機械,  

農業用中古トラクター 

 （ザンビア, ケニア, ケイマン諸島, コンゴ,  

 ブルンディ, キリバス, マラウイ, バハマ,  

 タンザニア, ウガンダ, モザンビーク, ソロモン諸島,  

 南スーダン, ニュージーランド, ジャマイカ,  

モーリシャス, サイプロス, トリニダッド・トバコ） 

ブ :JapaneseVehicles.com  

進 :南アフリカ共和国 

   【2017年度調査回答】 

 

0578 株式会社鳥越樹脂工業 
〒491-0833 一宮市平島 2丁目 6番 20号  

TEL : 0586-77-9191   FAX : 0586-77-9016 

URL : http:/www.torigoejyushi.co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 名古屋銀行稲沢支店 

製 :自動車用樹脂部品 

入 :自動車用樹脂部品（韓国） 

ブ :洗顔用泡だて器,ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ  

 

0579 トリニティ工業株式会社 
〒471-0855 豊田市柿本町 1-9  

TEL : 0565-24-4811   FAX : 0565-24-4826 

URL : http:/www.trinityind.co.jp 

資本金 : 131,100万円   従業員数 : 940人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

三井住友銀行名古屋支店 

製 :塗装プラント, 塗装機械, 産業機械, 自動車部品 

出 :塗装プラント, 塗装機械, 産業機械 

 （米国, カナダ, 台湾, 韓国, フィリピン, タイ,  

 中国, トルコ, 南アフリカ共和国, ブラジル, インド,  

 フランス, アルゼンチン, 英国, ポーランド,  

 マレーシア, インドネシア） 

進 :米国, タイ, マレーシア, 台湾, インド, フィリピン,  

インドネシア, フランス, 中国 

 

0580 株式会社トーワ 
〒485-0073 小牧市舟津久保寺 849-1  

TEL : 0568-75-2630   FAX : 0568-72-7263 

URL : http:/www.towa-dia.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋駅前支店  

名古屋銀行黒川支店 

製 :テーブルクロス（プラスチック製）, ＰＶＣレース,  

ＰＶＣコイルマット 

出 :テーブルクロス（プラスチック製）, ＰＶＣレース,  

ＰＶＣコイルマット 

（ドイツ, イタリア, オランダ, 米国,  

サウジアラビア, アラブ首長国連邦, シンガポール,  

香港, スペイン, 中国, ポーランド, ロシア, 韓国） 

入 :塩化ビニル製透明フィルム, 金箔シャインホイル,  

テーブルクロス（プラスチック製）（台湾, タイ, 中国） 

ブ :DIA LACE,DIA MAT  

 

0581 永井海苔株式会社 
〒441-8086 豊橋市問屋町 11番地 3  

TEL : 0532-32-1204   FAX : 0532-32-1387 

URL : http:/www.nagainori.co.jp 

資本金 : 9,800万円   従業員数 : 140人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

豊橋信用金庫問屋町支店 

製 :乾海苔, 焼海苔, 味付海苔, 健康食品, 椎茸（生鮮） 

出 :焼海苔, 味付海苔（台湾, 中国, 香港, マレーシア,  

ベトナム, カナダ, ドイツ） 

入 :韓国海苔, 焼海苔（韓国） 

ブ :永井海苔株式会社,Nagai Nori Co.,Ltd  

 

0582 長尾商事株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1-2-9 ナガオビル 6F 

TEL : 052-203-5100   FAX : 052-203-5077 

URL : http:/www.nagao-shoji.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :愛知銀行名古屋駅前支店  

商工組合中央金庫名古屋支店 

卸 :羊毛断熱材, 繊維原料, 繊維製品, 糸, 手芸糸 

出 :ウール, 毛糸, 繊維生地, 繊維原料 

（イタリア, 台湾, 米国, 欧州, 豪州, 韓国, 香港,  

 インド, 中国） 

入 :ウール, 毛糸, 繊維生地, 繊維原料, 繊維製品,  

羊毛布団, 食品（中国, 台湾, イタリア, 英国,  

フランス, オランダ, 豪州, ニュージーランド,  

インド, ペルー, ベルギー, 韓国, ウルグアイ,  

モンゴル） 

ブ :ECOWL  

進 :ニュージーランド 

http://www.toyonen.net/
http://www.t-ryoshoku.co.jp/
http://www.trust-ltd.co.jp/
http://www.torigoejyushi.co.jp/
http://www.trinityind.co.jp/
http://www.towa-dia.co.jp/
http://www.nagainori.co.jp/
http://www.nagao-shoji.co.jp/
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0583 中川鋳機株式会社 
〒444-0100 額田郡幸田町大字坂崎字丸池 10  

TEL : 0564-62-7711   FAX : 0564-62-6146 

URL : http:/www.nakagawa-nck.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :碧海信用金庫岡崎支店  

三菱ＵＦＪ銀行岡崎駅前支店 

製 :鋳造プラント, 砕土機 

出 :鋳造機, 砕土機, 鋳造プラント 

（中国, タイ, インドネシア, ベトナム） 

ブ :ﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ,全回転式ｻﾝﾄﾞﾋﾞﾝ  

 

0584 株式会社中川日産サービス 
〒454-0869 名古屋市中川区荒子一丁目 64番地  

TEL : 052-351-3741   FAX : 052-351-3748 

URL : http:/www.nns-oya.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾頭橋支店 愛知銀行高畑支店 

製 :自動車, 自動車部品, 建材, 畳, 襖 

進 :中国 

 

0585 中北薬品株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-5-15  

TEL : 0567-32-1431   FAX : 0567-32-2961 

URL : http:/www.nakakita.co.jp 

資本金 : 86,746万円   従業員数 : 1,131人 

設立年 : 1726年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

製 :医薬品, 医薬部外品, 化粧品類 

入 :生薬, 医薬品, 雑貨（中国, 台湾, ドイツ, オランダ） 

 

0586 中伝毛織株式会社 
〒494-0003 一宮市三条字郷内西 1688  

TEL : 0586-61-1223   FAX : 0586-61-7198 

URL : http://nakadenkeori.co.jp 

資本金 : 9,800万円   従業員数 : 146人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店 十六銀行笠松支店 

製 :毛織物, 化合繊織物, ニット服地 

出 :毛織物, 化合繊織物, ニット服地（米国, 中国, ＥＵ） 

入 :原糸, 毛織物（中国, マレーシア, タイ, 韓国,  

    インド, ＥＵ, トルコ） 

ブ :TEXTOR,ﾀｸﾄ  

進 :中国 

 

0587 株式会社中日本陶器 
〒489-0045 瀬戸市陶本町四丁目八番地  

TEL : 0561-82-2206   FAX : 0561-21-8817 

URL : http:/www.nakanihontoki.co.jp 

資本金 : 1,300万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫 三菱ＵＦＪ銀行 

卸 :陶磁器製品, ギフト用品, 干支人形（陶磁器製）,  

雛人形（陶磁器製） 

出 :ギフト用品（韓国, 米国） 

入 :陶磁器食器, ギフト用品, 干支人形（陶磁器製）,  

雛人形（陶磁器製）, 陶磁器ノベルティ（中国） 

ブ :雅峰,STUDIO MARRY'S  

 

 

 

0588 中日本炉工業株式会社 
〒490-1203 あま市木折八畝割 8  

TEL : 052-444-5141   FAX : 052-444-1917 

URL : http://www.nakanihon-ro.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 106人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行中村支店  

岐阜信用金庫中村公園支店 

製 :工業炉, 真空熱処理炉 

出 :工業炉（中国, 韓国, 台湾, インドネシア, マレーシア,  

タイ, フィリピン, ベトナム, インド, ブラジル） 

ブ :NAKANIHON-RO  

 

0589 ナカノアビエーション株式会社 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 2-45-7  

TEL : 052-583-7651   FAX : 052-586-5463 

URL : http://nac.nacavi.co.jp 

資本金 : 2,400万円   従業員数 : 23人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

大垣共立銀行菊井町支店 

入 :航空機部品, 宇宙飛行体部品, 航空機関連機器,  

宇宙飛行体関連機器（米国） 

進 :米国 

 

0590 中村科学工業株式会社 
〒444-0951 岡崎市北野町高塚 101  

TEL : 0564-31-2919   FAX : 0564-31-9435 

URL : http:/www.nakamurakagaku.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 57人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :十六銀行岡崎支店 三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店 

製 :金型温度調節機, 除湿乾燥機, ホッパードライヤー,  

計量混合機, 真空乾燥機, ミリ波水分測定システム 

出 :金型温度調節機, 除湿乾燥機, ホッパードライヤー,  

計量混合機, 真空乾燥機, ミリ波水分測定システム 

（米国, タイ, ベトナム, 中国, マレーシア,  

  フィリピン, インド, 台湾） 

入 :機械部品（台湾, タイ） 

ブ :ﾅｶﾑﾗ  

進 :タイ 

 

0591 名川繊商株式会社 
〒453-0804 名古屋市中村区黄金通 1-12  

TEL : 052-451-1137   FAX : 052-451-9515 

URL : http:/www.nagawasensho.com 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

商工組合中央金庫名古屋支店 

卸 :繊維原料, 糸, 繊維製品 

出 :毛糸, アルパカトップ（香港, 中国, 韓国） 

入 :繊維原料, ウール, アルパカ, モヘア, 毛糸,  

繊維製品, 羽毛原料 

（英国, 南アフリカ共和国, 豪州, フランス, ペルー,  

ニュージーランド, 台湾, 中国, バングラデシュ） 

 

0592 名古屋エアゾール株式会社 
〒496-0909 愛西市落合町中河原 1628-1  

TEL : 0567-31-3268   FAX : 0567-31-3109 

URL : http://meizol.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店 

http://www.nakagawa-nck.co.jp/
http://www.nns-oya.com/
http://www.nakakita.co.jp/
http://nakadenkeori.co.jp/
http://www.nakanihontoki.co.jp/
http://www.nakanihon-ro.co.jp/
http://nac.nacavi.co.jp/
http://www.nakamurakagaku.co.jp/
http://www.nagawasensho.com/
http://meizol.co.jp/
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名古屋銀行佐屋支店 

製 :エアゾールスプレー製品, 医薬部外品,  

化粧品, 日用品雑貨 

ブ :ﾒｲｿﾞﾙ,ﾏﾄﾞﾘｱ  

 

0593 株式会社ナゴヤカタン 
〒455-0008 名古屋市港区九番町四丁目 5番地  

TEL : 052-651-5491   FAX : 052-651-5499 

URL : http:/www.nagoyakatan.com 

資本金 : 7,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :愛知銀行東海通支店 

 三菱ＵＦＪ銀行六番町支店 

製 :鋳造品, 製缶品, 鍛造品, 切削加工品,  

プラスチック製品, ゴム製品 

出 :コンクリートポンプ, モルタルポンプ,  

    濾過機（液体用）,  

減速機, 高圧ポンプ（中国, ベトナム） 

入 :鋳造品, 製缶品, 鍛造品, 切削加工品,  

プラスチック製品, ゴム製品 

（中国, 韓国, 台湾, タイ, ベトナム） 

ブ :オートクリーンフィルター（濾過器）  

進 :中国 

 

0594 株式会社ナゴヤギア 
〒457-0819 名古屋市南区滝春町 9  

TEL : 052-612-1230   FAX : 052-612-1185 

URL : http://www.nagoyagear.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 46人 

設立年 : 1928年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柴田支店 愛知銀行柴田支店 

製 :歯車 

 

0595 名古屋商事株式会社 
〒468-0041 名古屋市天白区保呂町 1517  

TEL : 052-805-3800   FAX : 052-805-0881 

URL : http://nagoya-shoji.co.jp 

資本金 : 3,600万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :りそな銀行今池支店 三菱ＵＦＪ銀行野並支店 

卸 :衣類 

出 :衣類（台湾） 

入 :衣類, 鞄類, 繊維生地（中国, フィリピン） 

ブ :ｺｿﾜ,ﾐｽﾉﾝﾅ,ﾊﾄﾞｿﾝﾊﾆｰ,ｴｱﾘｰﾓﾓ  

進 :中国, フィリピン 

 

0596 名古屋スチールサプライ株式会社 
〒455-0832 名古屋市港区宝神 3-1313  

TEL : 052-381-9711   FAX : 052-381-5221 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1977年 

取引銀行 :名古屋銀行稲永支店 愛知銀行南陽町支店 

出 :コイル, 板鋼材（ステンレス）, パイプ（ステンレス製）,  

棒鋼材（ステンレス）, パイプ（鉄鋼製）, シリコーン 

スチールコイル, 電磁鋼板（韓国, 台湾, シンガポール, 

    香港, タイ, パキスタン, 米国, 中国, ベトナム,  

ミャンマー, インド, インドネシア） 

 

0597 株式会社名古屋精密金型 
〒470-2102 知多郡東浦町緒川字北鶴根 66-5  

TEL : 0562-84-7600   FAX : 0562-84-7644 

URL : http:/www.nagoya-sk.co.jp 

資本金 : 3,800万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :愛知銀行堀田支店 三菱ＵＦＪ銀行鳴海支店 

製 :金型 

出 :金型（ベトナム, インドネシア） 

入 :金型（ベトナム, インドネシア, 韓国, 中国） 

進 :ベトナム, インドネシア 

 

0598 名古屋繊維工業株式会社 
〒462-0042 名古屋市北区水草町 1-9  

TEL : 052-981-9571   FAX : 052-918-8250 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行八事支店  

三井住友銀行名古屋駅前支店 

卸 :家庭用浄水器, 浄水器, 洗剤, 日用品雑貨 

出 :家庭用浄水器, 浄水器, 洗剤, 日用品雑貨（ベトナム） 

進 :ベトナム 

 

0599 名古屋ダイヤモンド工業株式会社 
〒485-0054 小牧市多気西町 175-1  

TEL : 0568-72-3614   FAX : 0568-75-2950 

URL : http:/www.nagoya-d.co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 65人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

製 :ダイヤモンド工具, ダイヤモンドバイト,  

ダイヤモンド砥石, ダイヤモンドヤスリ,  

ダイヤモンドコンパクトバイト, 電着砥石,  

ＰＣＤ研削盤 

出 :ダイヤモンド工具, ダイヤモンドバイト,  

ダイヤモンド砥石, ダイヤモンドヤスリ,  

ダイヤモンドコンパクトバイト, 電着砥石,  

ＰＣＤ研削盤（中国, タイ, 韓国） 

入 :ダイヤモンドパウダー, ダイヤモンド工具,  

ダイヤモンドバイト, ダイヤモンド砥石,  

ダイヤモンドヤスリ, ダイヤモンドコンパクトバイト,  

電着砥石（中国, 韓国, タイ） 

ブ :NDI,BEXY,α-diamond,ﾎｰﾌﾟﾀﾞｲﾔ  

進 :タイ 

 

0600 名古屋電気株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 3-8-14  

TEL : 052-951-9111   FAX : 052-961-3961 

URL : http:/www.nagoyadenki.co.jp 

資本金 : 12,000万円   従業員数 : 181人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 名古屋銀行本店 

卸 :電線, 光ファイバーケーブル, 電子機器, 切削工具,  

ゴム製品, 非鉄金属製品, 半導体 

出 :銅線, コイル, 機器内配線用電線及び部品,  

    線鋼材（鉄）,  

産業機械, 検査機器（台湾, 香港, マレーシア, 米国,  

韓国, 中国, インドネシア） 

入 :ワイヤーハーネス, 電子部品, 鋼線 

（台湾, 中国, 米国, インドネシア） 

進 :台湾, 香港, 中国, インドネシア, タイ 

 

0601 名古屋特殊鋼株式会社 
〒484-0963 犬山市鶴池 78-1  

TEL : 0568-67-6701   FAX : 0568-68-1000 

URL : http:/www.meitoku.co.jp 

資本金 : 9,520万円   従業員数 : 180人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

商工組合中央金庫名古屋支店

http://www.nagoyakatan.com/
http://www.nagoyagear.co.jp/
http://nagoya-shoji.co.jp/
http://www.nagoya-sk.co.jp/
http://www.nagoya-d.co.jp/
http://www.nagoyadenki.co.jp/
http://www.meitoku.co.jp/
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製 :金型, 金型部品, 治具, 特殊鋼鋼材 

出 :金型, 金型部品, 治具, 特殊鋼鋼材 

（米国, インドネシア） 

ブ :LaNICO  

進 :米国, インドネシア 

 

0602 名古屋トレーディング株式会社 
〒463-0086 名古屋市守山区永森町 314  

TEL : 052-792-4300   FAX : 052-792-4045 

URL : http:/www.nagoya-ceramics.co.jp 

資本金 : 1,800万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 十六銀行大曽根支店 

卸 :タイル（陶磁器製）, 石材 

出 :モザイクタイル（豪州, ニュージーランド） 

入 :花崗岩, タイル（陶磁器製）, スレート, 大理石 

（イタリア, 中国, ポルトガル, ブラジル, ドイツ,  

 マレーシア, インドネシア, ベトナム） 

ブ :NCC,NTC  

進 :豪州 

 

0603 名古屋メッキ工業株式会社 
〒456-0033 名古屋市熱田区花表町 16-11  

TEL : 052-882-5541   FAX : 052-882-5543 

URL : http:/www.nagoya-mekki.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 110人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店 愛知銀行堀田支店 

製 :めっき装置, メッキ加工 

入 :めっき装置（中国） 

ブ :花表工房  

進 :中国, 台湾 

 

0604 名古屋木材株式会社 
〒454-0011 名古屋市中川区山王 2-6-41  

TEL : 052-321-1526   FAX : 052-332-5457 

URL : http:/www.meimoku.co.jp 

資本金 : 20,000万円   従業員数 : 73人 

設立年 : 1945年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

愛知銀行尾頭橋支店 

卸 :木材, 製材品, 建材, 住宅設備機器 

入 :木材, 製材品, 建材（カナダ, 米国, 中国） 

ブ :LIGNOFLEX,LIGNOTEX  

 

0605 名古屋理研電具株式会社 
〒466-0842 名古屋市昭和区檀渓通 1-20  

TEL : 052-833-1248   FAX : 052-833-2640 

URL : http:/www.nagoya-riken.co.jp 

資本金 : 3,500万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店  

卸 :電子部品, 機構部品 

出 :電子部品, 機構部品（香港, 中国, タイ） 

入 :電子部品（香港, 中国, タイ） 

進 :香港, 中国, タイ 

 

0606 株式会社ナショナルマシナリーアジア 
〒486-0829 春日井市堀ノ内町 2-11-16  

TEL : 0568-89-0571   FAX : 0568-89-0572 

URL : http:/www.nationalmachinery.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 17人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :北陸銀行名古屋支店 三菱ＵＦＪ銀行小牧支店 

卸 :冷間鍛造機 

入 :冷間鍛造機（米国） 

ブ :FORMAX  

 

0607 株式会社ナ・デックス 
〒460-8338 名古屋市中区古渡町 9-27  

TEL : 052-323-2215   FAX : 052-322-3059 

URL : http://www.nadex.co.jp 

資本金 : 102,807万円   従業員数 : 202人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

製 :抵抗溶接機用制御装置 

出 :抵抗溶接機用制御装置 

（米国, メキシコ, 中国, 台湾, 韓国, タイ, インド, 

 インドネシア, マレーシア, ベトナム） 

入 :抵抗溶接機用制御装置, 超音波非破壊検査装置 

（カナダ, 米国, ドイツ） 

ブ :NADESCO  

進 :米国, メキシコ, 中国, タイ, インドネシア 

 

0608 ナトコ株式会社 
〒470-0213 みよし市打越町生賀山 18  

TEL : 0561-32-2285   FAX : 0561-34-1080 

URL : http://www.natoco.co.jp 

資本金 : 162,634万円   従業員数 : 240人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊田支店 三井住友銀行 

製 :ニトロセルロースラッカー, アクリルラッカー,  

メラミン樹脂塗料, ポリウレタン樹脂塗料, 塗料剥離剤,  

粉体塗料, 貼紙・落書防止塗料,  

シリコーンアクリル樹脂塗料, ＵＶ塗料 

出 :アクリルラッカー, ポリウレタン樹脂塗料,  

    塗料剥離剤, ニトロセルロースラッカー,  

    アクリル樹脂焼付塗料 

（台湾, 香港, 中国, フィリピン, ベトナム） 

ブ :NATOCO  

 

0609 浪速金液株式会社 
〒462-0845 名古屋市北区柳原 4-10-1  

TEL : 052-991-2186   FAX : 052-914-3433 

URL : http:/www.liquidgold.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1927年 

取引銀行 :大垣共立銀行大曽根支店  

三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

製 :金液, ラスター, ペースト金, スクリーン印刷 

出 :金液, ラスター, ペースト金（東南アジア諸国, 韓国,  

台湾, タイ, インドネシア, 米国, エジプト） 

ブ :ｾﾗｰﾄﾍﾟﾝ,ｴﾊﾞｰｺﾞｰﾙﾄﾞ  

 

0610 株式会社ナブ．エヤー 
〒464-0848 名古屋市千種区春岡 1-1-2  

TEL : 052-752-2075   FAX : 052-752-3460 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1994年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行今池支店  

愛知銀行名古屋駅前支店 

卸 :航空機部品 

入 :航空機部品, 武器用部品（米国） 

 

0611 株式会社成田製陶所 
〒489-8680 瀬戸市道泉町 70  

TEL : 0561-82-5959   FAX : 0561-84-9677 

URL : http:/www.naritaseitosho.co.jp

http://www.nagoya-ceramics.co.jp/
http://www.nagoya-mekki.com/
http://www.meimoku.co.jp/
http://www.nagoya-riken.co.jp/
http://www.nationalmachinery.com/
http://www.nadex.co.jp/
http://www.natoco.co.jp/
http://www.liquidgold.co.jp/
http://www.naritaseitosho.co.jp/
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資本金 : 4,800万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店  

瀬戸信用金庫十三橋支店 

製 :点火プラグ, ガスバーナー, 高圧碍子,  

セラミックプレート, セラミックフォーム,  

セラミックシート 

出 :碍子, ガスバーナー, セラミックプレート 

（ドイツ, 中国, タイ, 米国, インドネシア, 韓国） 

入 :点火プラグ, ガスバーナー（中国） 

進 :中国 

 

0612 株式会社ナリタテクノ 
〒489-0063 瀬戸市上陣屋町 20番地  

TEL : 0561-21-1111   FAX : 0561-21-1112 

URL : http:/www.naritatechno.co.jp 

資本金 : 2,800万円   従業員数 : 27人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店  

商工組合中央金庫名古屋支店 

製 :ガスバーナー, 工業用熱処理炉, ガス用機器 

出 :ガスバーナー, 工業用熱処理炉, ガス用機器 

（中国, タイ, 韓国, ベトナム, インド, マレーシア, 

 メキシコ, 米国） 

入 :シリコンカーバイド, 耐熱鋳鋼, ステンレス部材 

進 :ベトナム 

 

0613 株式会社南山園 
〒444-1198 安城市藤井町南山 20  

TEL : 0566-99-0128   FAX : 0566-99-3199 

URL : http:/nanzanen.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :碧海信用金庫桜井支店  

          三菱ＵＦＪ銀行西尾支店 

製 :抹茶, 抹茶加工品, 抹茶関連商品, 緑茶 

出 :抹茶, 抹茶加工品, 抹茶関連商品, 緑茶 

 

0614 西岡可鍛工業株式会社 
〒473-0916 豊田市吉原町平池 88  

TEL : 0565-52-3311   FAX : 0565-52-3315 

URL : http:/www.nishioka-mountain.co.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1937年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行知立支店  

製 :自動車用鋳造部品 

出 :自動車用鋳造部品, ブレーキディスク,  

     ブレーキドラム（北米諸国, 欧州, アジア諸国,  

     中東諸国, ロシア, 豪州） 

ブ :MOUNTAIN  

 

0615 西川毛織株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄 1-12-15  

TEL : 052-232-1551   FAX : 052-222-6029 

URL : http:/www.nishikawa-keori.co.jp 

資本金 : 9,900万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

大垣共立銀行名古屋支店 

製 :毛織物 

出 :毛糸, 毛織物 

    （中国, 米国, イタリア, フランス, 韓国） 

入 :毛糸, 毛織物（中国, タイ, マレーシア, イタリア,  

インド, ベトナム） 

進 :中国, フランス 

 

0616 株式会社西村製作所 
〒455-0066 名古屋市港区寛政町 3丁目 36番地  

TEL : 052-651-2135   FAX : 052-661-4973 

URL : http:/www.nishimuraworks.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 117人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店  

製 :治工具 

出 :金属加工部品（米国） 

入 :金属加工部品 

 

0617 ニチハ株式会社 
〒460-8610 名古屋市中区錦 2-18-19  

三井住友銀行名古屋ビル 

TEL : 052-220-5111   FAX : 052-220-3411 

URL : http://www.nichiha.co.jp 

資本金 : 813,649万円   従業員数 : 1,258人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

住友信託銀行名古屋支店 

製 :外装材（窯業製）, 繊維板, 住宅設備機器 

出 :外装材（窯業製） 

（米国, 台湾, 中国, 韓国, ロシア, 豪州） 

ブ :NICHIHA  

進 :米国, 中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0618 株式会社日研化学研究所 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-16-1  

TEL : 052-204-0558   FAX : 052-219-2495 

URL : http:/www.nikken-chemical.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :中京銀行名古屋中央支店  

三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店 

製 :印刷処理薬品 

出 :印刷版用修正ペン, 湿し水, 印刷版洗浄液,  

    印刷用資材（米国, 東南アジア諸国, 韓国, 台湾, 英国,  

    豪州, ニュージーランド, 中国） 

入 :アラビアゴムパウダー, 印刷用資材 

（フランス, 中国, 米国） 

ブ :NIKKEN,ASTRO  

進 :中国, タイ 

 

0619 日進工業株式会社 
〒447-0844 碧南市港本町 4-39  

TEL : 0566-42-1111   FAX : 0566-42-1117 

URL : http:/www.enissin.com 

資本金 : 9,900万円   従業員数 : 335人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行碧南支店  

          岡崎信用金庫碧南支店 

製 :自動車用精密樹脂部品 

出 :樹脂材料, 金属加工部品（中国） 

入 :プラスチック射出成形用金型, 自動車用精密樹脂部品 

（中国） 

進 :中国 

 

0620 日進省力機工業株式会社 
〒470-0101 日進市三本木町大池下 335  

TEL : 0561-72-0356   FAX : 0561-73-1197 

URL : https:/www.nissin-sp.com

http://www.naritatechno.co.jp/
http://nanzanen.jp/
http://www.nishioka-mountain.co.jp/
http://www.nishikawa-keori.co.jp/
http://www.nishimuraworks.co.jp/
http://www.nichiha.co.jp/
http://www.nikken-chemical.co.jp/
http://www.enissin.com/
https://www.nissin-sp.com/
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資本金 : 2,400万円   従業員数 : 36人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行平針支店 十六銀行赤池支店 

製 :専用工作機械, 治具 

出 :専用工作機械, 治具（米国, タイ, 中国, インド,  

インドネシア, ブラジル, ベトナム, 台湾, パキスタン） 

入 :機械加工部品（韓国） 

進 :米国 

 

0621 日新電装株式会社 
〒486-0923 春日井市下条町字北吉田 850  

TEL : 0568-85-5477   FAX : 0568-85-5475 

URL : http:/www.nissin-denso.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 26人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :岡崎信用金庫春日井支店  

          大垣共立銀行勝川支店 

製 :電源装置, 航空機電源用ケーブル, 周波数変換装置,  

充電装置, 放電装置, バッテリーシミュレーター 

出 :充電装置, 放電装置, バッテリーシミュレーター（韓国） 

入 :航空機電源用ケーブル, 周波数変換装置,  

    直流電源装置 

（スイス, 中国） 

ブ :N-Square（ｴﾇｽｸｴｱ）  

進 :台湾 

 

0622 日清紡メカトロニクス株式会社 
〒444-8560 岡崎市美合町小豆坂 30  

TEL : 0564-55-1193   FAX : 0564-55-0368 

URL : http:/www.nisshinbo-mechatronics.co.jp 

資本金 : 400,000万円   従業員数 : 5,200人 

設立年 : 2009年 

取引銀行 :みずほ銀行岡崎支店  

製 :工作機械, 樹脂成形品, 自動車部品 

出 :太陽電池製造設備, 工作機械 

（台湾, 中国, 韓国, インド, タイ, インドネシア,  

 米国, マレーシア, フィリピン） 

入 :工作機械部品（韓国, 台湾, 中国, インド, ベトナム） 

ブ :NISSHINBO  

進 :中国, インド, タイ, フィリピン, インドネシア 

 

0623 株式会社ニッセイ 
〒444-1297 安城市和泉町井ノ上 1-1  

TEL : 0566-92-5312   FAX : 0566-92-7002 

URL : http://www.nissei-gtr.co.jp 

資本金 : 347,500万円   従業員数 : 873人 

設立年 : 1942年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :歯車, ギアードモーター 

出 :歯車, ギアードモーター 

（米国, 韓国, 台湾, シンガポール, 中国, 欧州,  

 カナダ） 

ブ :GTR  

進 :中国 

 

0624 株式会社 日 東 
〒486-0904 春日井市宮町中島 22  

TEL : 0568-31-7211   FAX : 0568-34-3188 

URL : http:/www.nittoh.com 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 256人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行春日井支店 十六銀行勝川支店 

製 :金属プレス加工部品, 板金加工部品, 自動車用樹脂部品, 

家庭用品 

出 :金属材料, 機械部品, 家庭用品 

（中国, フィリピン, 韓国） 

入 :金属プレス金型, 樹脂射出成型用金型, 機械部品,  

樹脂材料（韓国, 中国, 台湾, フィリピン） 

進 :中国, フィリピン 

 

0625 日東工業株式会社 
〒480-1189 長久手市蟹原 2201  

TEL : 0561-62-3111   FAX : 0561-62-1300 

URL : https:/www.nito.co.jp 

資本金 : 657,863万円   従業員数 : 1,827人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋営業部  

三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :分電盤, ホーム分電盤, 光接続箱, システムラック,  

ブレーカー（遮断器）, 開閉器（スイッチ）,  

ＥＶ用充電設備, キャビネット, 熱関連電気機械器具, 

 分電盤部品 

出 :キャビネット, システムラック, 熱関連電気機械器具, 

 分電盤（タイ, 中国） 

入 :キャビネット, ブレーカー（遮断器）, 分電盤部品 

    （タイ, 中国） 

進 :タイ, 中国 

 

0626 日陶産業株式会社 
〒451-0042 名古屋市西区那古野 1-2-1  

TEL : 052-561-2303   FAX : 052-561-2308 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 23人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

          みずほ銀行名古屋駅前支店 

出 :窯業用絵具, ジルコニット 

    （台湾, 韓国, インドネシア, タイ, フィリピン,  

 シンガポール, マレーシア） 

入 :ペタライト, 亜鉛華（ジンバブエ, 台湾） 

ブ :ｼﾞﾙｺﾆｯﾄ  

 

0627 日東制機株式会社 
〒470-0162 愛知郡東郷町春木字追分 72  

TEL : 0561-38-5331   FAX : 0561-38-5865 

URL : http://www.mb.ccnw.ne.jp/nitto 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫東郷支店 十六銀行赤池支店 

製 :摩擦溶接機, 摩擦攪拌接合器, 摩擦肉盛機 

出 :摩擦溶接機, 摩擦攪拌接合器, 摩擦肉盛機 

    （韓国, 中国, タイ, ベトナム） 

ブ :FF ｼﾘｰｽﾞ,FFNS ｼﾘｰｽﾞ  

 

0628 日陶連原料株式会社 
〒461-0002 名古屋市東区代官町 26-20  

TEL : 052-935-9541   FAX : 052-935-9548 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店  

卸 :カオリン, 陶土, 粘土, 絹雲母 

入 :カオリン, 耐火粘土, 窯業原料, 玉石（韓国, 中国） 

ブ :大峠ｾﾘｻｲﾄ,焼ﾀﾙﾌ  

 

0629 ニットナゴヤ 
〒461-0045 名古屋市東区砂田橋 2-1 C-701 

TEL : 052-718-1749   FAX : 052-722-1893 

URL : http:/nitto758.com

http://www.nissin-denso.co.jp/
http://www.nisshinbo-mechatronics.co.jp/
http://www.nissei-gtr.co.jp/
http://www.nittoh.com/
https://www.nito.co.jp/
http://www.mb.ccnw.ne.jp/nitto
http://nitto758.com/
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資本金 : 100万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 2008年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行守山支店  

製 :オーガニックコットンベビーウエア 

出 :オーガニックコットンベビーウエア 

 （中国, 台湾, 東南アジア諸国, 世界各国） 

ブ :pure organic  

 

0630 日本ピュアテック株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-5-12  

            パシフィックスクエア名古屋錦 2階 

TEL : 052-218-8511   FAX : 052-218-8521 

URL : http://www.puretec.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 50人(30人) 

設立年 : 1994年 

取引銀行 :三井住友銀行  

製 :空調機器, 集塵設備, フランジ（ステンレス製）,  

    クリーンルーム 

出 :集塵設備, クリーン機器（ベトナム, 中国） 

入 :ファン, センサー, ダンパー（スイス, 中国） 

   【2017年度調査回答】 

 

0631 日本エース株式会社 
〒491-0873 一宮市せんい 2-4-19  

TEL : 0586-77-1122   FAX : 0586-76-6768 

URL : http:/www.japan-ace.com 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 23人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

          十六銀行一宮支店 

卸 :紡毛織物, 梳毛織物, 合繊織物, 複合織物 

出 :梳毛織物, 複合織物, 化合繊織物, 紡毛織物,  

    ストレッチ織物 

 （北米諸国, アジア諸国, 欧州, 中東諸国） 

 

0632 日本ガイシ株式会社 
〒467-8530 名古屋市瑞穂区須田町 2-56  

TEL : 052-872-7181   FAX : 052-872-7690 

URL : https://www.ngk.co.jp 

資本金 : 6,980,000万円   従業員数 : 18,783人 

設立年 : 1919年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :電力関連機器, 碍子, 産業用セラミック製品,  

    特殊金属製品 

出 :碍子, 自動車用セラミックス, 産業用セラミック製品, 

 ベリリウム銅展伸材, 燃焼装置, 電子部品 

 （東アジア諸国, 東南アジア諸国, 南アジア諸国,  

 中東諸国, アフリカ諸国, 欧州, 北米諸国,  

 中南米諸国, 太洋州諸国） 

入 :窯業原料, 金具, 電子部品材料（米国, 中国） 

ブ :NGK  

進 :豪州, 米国, ベルギー, ドイツ, フランス, 英国,  

 インドネシア, 中国, カナダ, 南アフリカ共和国,  

 タイ, ポーランド, 韓国, メキシコ, イタリア,  

 インド 

 

0633 日本機械ネットワーク株式会社 
〒463-0074 名古屋市守山区町北 10-7-301  

TEL : 052-750-0424   FAX : 052-794-6270 

URL : http:/www.jmn.jpn.com 

資本金 : 300万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 2013年 

取引銀行 :多摩信用金庫吉祥寺支店  

          三菱ＵＦＪ銀行金山支店 

卸 :工作機械, 工具 

出 :工作機械（ベトナム） 

ブ :Mr.BLUE,DORILL&WOSH  

進 :ベトナム 

   【2017年度調査回答】 

 

0634 日本金陵貿易株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-5-33  

            名古屋有楽ビル 901 

TEL : 052-253-6566   FAX : 052-972-1008 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1992年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 日本政策金融公庫 

卸 :衣類, 雑貨 

入 :衣類, 雑貨（中国） 

 

0635 日本グラスファイバー工業株式会社 
〒483-8243 江南市五明町石橋 18  

TEL : 0587-55-3176   FAX : 0587-54-4196 

URL : http:/www.nitigura.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 900人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :みずほ銀行一宮支店  

製 :耐熱ガラス繊維製品, 耐熱ガラス繊維テープ,  

    ガラスウールマット, 火花よけクロス, ステンレス繊維, 

 不織布, 自動車部品 

出 :耐熱ガラス繊維製品, 耐熱ガラス繊維テープ,  

    ガラスウールマット, 火花よけクロス, マフラー吸音材,  

 アルミナ繊維織品, 自動車部品（東南アジア諸国, 米国） 

入 :ガラス繊維製品, シリカ繊維, アルミナ繊維,  

     耐火繊維（東南アジア諸国, 欧州, 米国, ベトナム） 

ブ :NGF,NGC MNA  

進 :中国, タイ, インドネシア, ベトナム 

 

0636 株式会社日本グランド・シャンパーニュ 
〒461-0032 名古屋市東区出来町 3-20-15  

TEL : 052-711-9761   FAX : 052-721-1210 

URL : http:/www.ngc-japan.co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :愛知銀行今池支店 三菱ＵＦＪ銀行東支店 

卸 :化粧品類, バス用雑貨, ワイン, リキュール, 食料品 

出 :化粧品類, バス用雑貨, 酒（中国） 

入 :化粧品類, バス用雑貨, ワイン, リキュール, 食料品 

 （中国, 豪州, スペイン, フランス, ドイツ,  

 オーストリア, イタリア, タイ, メキシコ,  

     モーリシャス） 

ブ :ﾓﾝﾏﾙｻﾙ,ｶﾘﾝﾀﾞ  

 

0637 株式会社日本高熱工業社 
〒451-0053 名古屋市西区枇杷島 5-19-16  

TEL : 052-521-5419   FAX : 052-521-5415 

URL : http:/www.nihonkohnetsu.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 74人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店  

製 :工業炉 

出 :工業炉, 工業炉用部品, バーナー, ベアリング 

 （中国, タイ, インド, インドネシア, ドイツ,  

 ポーランド, 米国） 

入 :工業炉用部品（中国） 

進 :中国, タイ, インド 

 

http://www.puretec.co.jp/
http://www.japan-ace.com/
https://www.ngk.co.jp/
http://www.jmn.jpn.com/
http://www.nitigura.co.jp/
http://www.ngc-japan.co.jp/
http://www.nihonkohnetsu.co.jp/
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0638 日本車輌製造株式会社 
〒456-8691 名古屋市熱田区三本松町 1-1  

TEL : 052-882-3316   FAX : 052-882-3781 

URL : http://www.n-sharyo.co.jp 

資本金 : 1,181,000万円   従業員数 : 1,850人 

設立年 : 1896年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 みずほ銀行 

製 :鉄道車両, 杭打機, ディーゼル発電機, タンクローリー, 

 農業用施設, 橋梁及び鉄骨 

出 :鉄道車両, 杭打機, ディーゼル発電機, タンクローリー, 

 構内輸送用機器, 水門  

（米国, 東南アジア諸国, 中国, 豪州） 

入 :鉄道車両用連結器, 鉄道車両用ブレーキ装置,  

 鉄道車両用電線, ディーゼル発電機部品,  

 ボックスコンテナ, タンクコンテナ 

（スウェーデン, 韓国, 中国, ドイツ, タイ） 

進 :米国, 中国, インドネシア, 台湾 

 

0639 日本スタッドウェルディング株式会社中部支社 
〒466-0007 安城市東栄町 6-24-3  

TEL : 0566-97-8833   FAX : 0566-98-4064 

URL : http:/www.nsw-j.com 

資本金 : 9,900万円   従業員数 : 102人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :みずほ銀行川崎支店 三菱ＵＦＪ銀行川崎支店 

製 :自動車用金属及び樹脂部品, 自動車部品製造設備,  

 スタッド溶接機 

出 :スタッド溶接機, 自動車用金属及び樹脂部品,  

 自動車部品製造設備（中国, タイ, 米国） 

進 :タイ, 中国 

 

0640 日本聖益貿易株式会社 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-6-41 DDSビル 3F 

TEL : 052-971-5700   FAX : 052-971-5708 

URL : http://www.mmjp.or.jp/dives 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店 中京銀行大津橋支店 

出 :繊維機械部品, 測定器, 糸道, グリス,  

 デジタルトルクレンチ 

 （英国, 米国, 韓国, 東南アジア諸国, 中東諸国） 

入 :発電機, 空調機器, 船舶関連機器 

 （イタリア, ドイツ, 米国, ニュージーランド, 韓国） 

 

0641 日本制禦機器株式会社 名古屋事業所 
〒484-0888 犬山市羽黒新田北野間 1-8  

TEL : 0568-69-2240   FAX : 0568-69-2231 

URL : https://www.nihon-seigyo.co.jp 

資本金 : 74,398万円   従業員数 : 145人(79人) 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :みずほ銀行高槻支店  

          三井住友銀行高槻駅前支店 

製 :電子機器, 制御機器 

入 :電子部品（台湾, 中国） 

ブ :Dataway NEXT,Safety Relay Units  

進 :タイ 

 

0642 日本セレン株式会社 名古屋工場 
〒492-8212 稲沢市小沢 2-20-31  

TEL : 0587-32-5117   FAX : 0587-32-5116 

URL : http:/www.nipponselen.com 

資本金 : 1,600万円   従業員数 : 30人(20人) 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行稲沢支店  

          三井住友銀行武蔵中原支店 

製 :糸欠点検出装置, 定長巻上げ装置, 糸切れ検出装置,  

 ヤーンカッター, 糸切れセンサー, センサー 

出 :糸欠点検出装置, 定長巻上げ装置, 糸切れ検出装置,  

 ヤーンカッター, 糸切れセンサー 

 （米国, 東南アジア諸国, イタリア, 中国） 

ブ :SELENAL,SELETEX  

 

0643 日本超硬株式会社 
〒448-0847 刈谷市宝町 6-31  

TEL : 0566-27-3801   FAX : 0566-21-6342 

URL : http:/www.nichialloy.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 134人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三井住友銀行刈谷支店  

          三菱ＵＦＪ銀行刈谷支店 

製 :切削工具, タイル成形用金型, 自動車部品 

出 :切削工具（東南アジア諸国） 

ブ :NICHIALLOY  

   【2017年度調査回答】 

 

0644 日本テクノコントロールス株式会社 
〒465-0012 名古屋市名東区文教台 2-404  

TEL : 052-775-8661   FAX : 052-775-7667 

URL : http:/www.techno-controls.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          三井住友銀行池下支店 

卸 :電気機器部品, 継電機（リレー）, ブレーカー（遮断器）,  

 モーター, 変圧器, 電線, ランプ 

入 :継電機（リレー）, ブレーカー（遮断器）, モーター,  

 機械部品, 電線, ランプ, 変圧器, 電気制御盤（米国,  

 ドイツ, フランス, 英国, トルコ, 韓国, 中国） 

進 :中国 

 

0645 日本テスコン株式会社 
〒460-0026 名古屋市中区伊勢山 2-11-13  

TEL : 052-322-2691   FAX : 052-322-2693 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :愛知銀行金山支店 名古屋銀行上前津支店 

入 :空圧機器, 逆止弁, 流量計（米国, オーストリア） 

 

0646 日本特殊陶業株式会社 
〒467-8525 名古屋市瑞穂区高辻町 14-18  

TEL : 052-872-5915   FAX : 052-872-5999 

URL : https:/www.ngkntk.co.jp 

資本金 : 4,786,900万円   従業員数 : 5,851人 

設立年 : 1936年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

          三菱ＵＦＪ信託銀行名古屋支店 

製 :点火プラグ, 自動車用各種センサー,  

    半導体パッケージ, 電子部品, 機械工具,  

    セラミック応用製品 

出 :点火プラグ, 自動車用各種センサー,  

    半導体パッケージ, 電子部品, 機械工具,  

    セラミック応用製品 

 （北米諸国, 東南アジア諸国, 欧州, 世界各国） 

ブ :NGK,NTK  

進 :米国, フランス, ドイツ, ブラジル, インドネシア,  

タイ, マレーシア, 台湾, 韓国, 英国, 豪州, カナダ, 

メキシコ, フィリピン, 南アフリカ共和国, アラブ首長 

国連邦, 中国, ベトナム, インド, ロシア, エクアドル

http://www.n-sharyo.co.jp/
http://www.nsw-j.com/
http://www.mmjp.or.jp/dives
https://www.nihon-seigyo.co.jp/
http://www.nipponselen.com/
http://www.nichialloy.co.jp/
http://www.techno-controls.com/
https://www.ngkntk.co.jp/
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0647 日本バイオコン株式会社 
〒454-0852 名古屋市中川区昭和橋通 3-23-1 バイオコンビル 

TEL : 052-661-8105   FAX : 052-659-0888 

URL : http:/www.biocon.co.jp 

資本金 : 1,500万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1978年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          みずほ銀行名古屋駅前支店 

卸 :食品原料, 食品添加物, 機能性食品素材, 医薬品原料, 

 化粧品原料, 乾燥機, レトルト殺菌機 

出 :酵素, 機能性食品素材, 食品添加物 

（アイルランド, 台湾, アルゼンチン, ブラジル,  

 フィンランド, 米国, インド, 韓国, ペルー, チリ, 

 ドイツ, タイ, 豪州, フィリピン, マレーシア,  

 ベルギー, 英国, オランダ, イタリア, フランス, 

 オーストリア, ポルトガル, スペイン） 

入 :色素（天然）, 酵素, カラギーナン, 機能性食品素材, 

   医薬品原料, 食品添加物（米国, アイルランド, ペルー,  

フィリピン, デンマーク, オランダ, ドイツ, タイ,  

カナダ, フランス, インド, フィンランド, ブラジル,  

ベルギー, 台湾, ベトナム, マレーシア） 

ブ :BIOCON,ﾊﾞｲｵｺﾝ,WORKING WITH NATURE  

 

0648 日本ハードウェアー株式会社 
〒457-0863 名古屋市南区豊二丁目 41-21  

TEL : 052-698-3666   FAX : 052-698-3660 

URL : http://www.jhw.co.jp 

資本金 : 5,300万円   従業員数 : 103人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店   

製 :冷間圧造用金型, 鍛造品 

出 :冷間圧造用金型, 鍛造品 

 （台湾, 豪州, トルコ, イスラエル, 欧州, 米国,  

 メキシコ, アルゼンチン, カナダ, タイ, マレーシア,  

 インド, イタリア, 中国） 

入 :冷間圧造用金型補強リング, パンチピン 

 （デンマーク, 英国, 米国） 

ブ :Floss,Divilo  

 

0649 日本ベターリビング株式会社 
〒457-0816 名古屋市南区元柴田東町 4-20  

TEL : 052-619-7707   FAX : 052-612-1127 

URL : http:/www.nbl.ne.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 80人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

          商工組合中央金庫名古屋支店 

卸 :カーペット, 絨毯等, カーテン, インテリア用品 

入 :カーペット, 絨毯等, マット 

 （中国, ベルギー, トルコ, インド） 

ブ :ﾋﾞｺｰﾙ,VIEW,ママ楽  

   【2017年度調査回答】 

 

0650 日本メカケミカル株式会社 
〒442-0061 豊川市穂ノ原 3-2-23  

TEL : 0533-84-3245   FAX : 0533-84-3429 

URL : http:/www.nichi-mecha.co.jp 

資本金 : 1,400万円   従業員数 : 32人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊川支店  

          岡崎信用金庫豊川支店 

製 :除錆剤, 防錆油, 脱脂洗浄剤, プレス潤滑剤, 切削剤, 

  研削剤, 金属表面処理剤 

出 :除錆剤, 防錆油, 脱脂洗浄剤, プレス潤滑剤, 切削剤,  

 研削剤（中国, 韓国, タイ, マレーシア,  

     シンガポール, フィリピン, インド, 米国, ドイツ,  

     トルコ, インドネシア, ベトナム, メキシコ） 

ブ :KC-12,K-200  

 

0651 日本メナード化粧品株式会社 
〒460-8567 名古屋市中区丸の内 3-18-15 メナードビル 6F 

TEL : 052-971-2201   FAX : 052-961-0245 

URL : http://www.menard.co.jp 

資本金 : 7,422万円   従業員数 : 1,060人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

製 :化粧品類, 健康食品 

出 :化粧品類, 健康食品（台湾, マレーシア, タイ,  

 シンガポール, インドネシア, 香港, 韓国, 米国,  

 中国, カナダ, フランス, ロシア, ベトナム,  

 イタリア, ラトビア, ポーランド, モナコ,  

 カンボジア, リトアニア, ミャンマー, ウクライナ） 

ブ :EMBELLIR,AUTHENT  

進 :マレーシア, 台湾, 香港, 中国, フランス,  

 シンガポール, モナコ 

 

0652 丹羽幸株式会社 
〒460-8628 名古屋市中区錦二丁目 6-2  

TEL : 052-211-3611   FAX : 052-231-8648 

URL : http://www.niwako.jp 

資本金 : 35,000万円   従業員数 : 307人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

          滋賀銀行名古屋支店 

卸 :衣料品, 寝具, インテリア用品, 和装小物, 着物 

入 :衣料品, 寝具, インテリア織物, 和装小物 

 （中国, ベトナム） 

ブ :Cookie･House,Kiss & Be  

 

0653 株式会社野崎採種場 
〒454-0943 名古屋市中川区大当郎 1-1003  

TEL : 052-301-8507   FAX : 052-303-7226 

URL : http:/nozakiseed.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行高畑支店  

製 :野菜種子, 草花の種 

出 :野菜種子, 草花の種（世界各国） 

入 :野菜種子, 草花の種（中国, 豪州, 米国, 欧州） 

ブ :NOZAKI SEED  

 

0654 株式会社ノダキ 
〒450-8691 名古屋市西区名駅 3-10-26  

TEL : 052-561-4371   FAX : 052-561-4379 

URL : http:/www.nodaki.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 74人 

設立年 : 1907年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          中京銀行名古屋中央支店 

卸 :切削工具, 金型, 光ファイバー,  

 コンピュータ用ソフトウエア, 環境関連商品,  

 研磨原材料, 事務機器, 建築資材 

出 :切削工具, 金型, 光ファイバー,  

 コンピュータ用ソフトウエア, 環境関連商品,  

 研磨原材料, 事務機器, 建築資材（タイ, 中国） 

入 :切削工具, 環境関連商品, 研磨原材料（タイ, 中国） 

進 :タイ, 中国 

 

http://www.biocon.co.jp/
http://www.jhw.co.jp/
http://www.nbl.ne.jp/
http://www.nichi-mecha.co.jp/
http://www.menard.co.jp/
http://www.niwako.jp/
http://nozakiseed.co.jp/
http://www.nodaki.jp/


- 129 - 

 

 品目別索引 ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・ク・ケ・コ・サ・シ・ス・セ・ソ・タ・チ・ツ・テ・ト・ナ・ニ・ヌ・ネ・ノ・ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ・マ・ミ・ム・メ・モ・ヤ・ユ・ヨ・ラ・リ・ル・レ・ロ・ワ 

 社名別索引 あ・い・う・え・お・か・き・く・け・こ・さ・し・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ね・の・は・ひ・ふ・へ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ 

 ブランド名索引   企業情報   利用の手引き                                                    この頁は企業情報欄です。 

 

0655 有限会社野田工業製作所 
〒481-0039 北名古屋市法成寺道久一番地  

TEL : 0568-21-4620   FAX : 0568-23-5260 

URL : http:/www.nodakougyo.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 37人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :名古屋銀行枇杷島通支店  

          三菱ＵＦＪ銀行西春支店 

製 :板金加工部品, 治工具, 設計図及び図案 

ブ :麺押出機  

進 :ベトナム 

 

0656 則武化学株式会社 
〒463-0002 名古屋市守山区中志段味字東原 2508  

TEL : 052-736-3021   FAX : 052-736-3356 

URL : http:/www.noritake-c.net 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :中京銀行浄心支店 三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 

製 :台所用品（プラスチック製）,  

 家庭用品（プラスチック製） 

出 :台所用品（プラスチック製）,  

 家庭用品（プラスチック製）（台湾, 中国, 米国） 

 

0657 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 
〒451-8501 名古屋市西区則武新町 3-1-36  

TEL : 052-561-7111   FAX : 052-561-9721 

URL : http:/www.noritake.co.jp 

資本金 : 1,563,200万円   従業員数 : 5,108人 

設立年 : 1904年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

製 :陶磁器食器, 装飾・美術品, 美術陶芸品, 金属食器,  

 研削砥石, ダイヤモンド工具, ＣＢＮ工具, 研磨布紙,  

 蛍光表示管, 電子材料, 電子部品, 工業炉,  

 濾過機（液体用）, 窯業原料, 石膏, 耐火物, 切断機, 

  セラミック部品 

出 :陶磁器食器, 装飾・美術品, 美術陶芸品, 金属食器,  

 研削砥石, ダイヤモンド工具, ＣＢＮ工具, 研磨布紙, 

  蛍光表示管, 電子材料, 電子部品, 工業炉,  

 濾過機（液体用）, 窯業原料, 石膏, 耐火物, 切断機, 

  セラミック部品（米国, カナダ, 香港, ドイツ, 豪州,  

 英国, 中国, 韓国, スリランカ, シンガポール, タイ, 

  インド） 

入 :食卓用品（陶磁器製）, 石膏, 電子部品用セラミックス, 

  窯業原料（スリランカ） 

ブ :NORITAKE  

進 :米国, 豪州, 台湾, ドイツ, スリランカ,  

 インドネシア, タイ, 中国, 英国 

 

0658 株式会社野呂英作 
〒491-0105 一宮市浅井町大日比野字下田 55  

TEL : 0586-51-3113   FAX : 0586-51-2625 

URL : http:/www.eisakunoro.com 

資本金 : 12,000万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :愛知銀行一宮支店  

製 :毛糸 

出 :毛糸（米国, 英国, 欧州, 豪州, カナダ） 

入 :ウール（南米諸国, 豪州） 

ブ :NORO,the world of nature  

 

0659 株式会社バイオテック 
〒460-0022 名古屋市中区金山 1-14-9 長谷川ビル 7階 

TEL : 052-332-3777   FAX : 052-332-0500 

URL : http:/www.biotech.ne.jp 

資本金 : 7,400万円   従業員数 : 290人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行金山支店  

小 :発毛剤, 育毛剤, シャンプー, リンス、トリートメント,  

 整髪料 

出 :発毛剤, 育毛剤, シャンプー, リンス、トリートメント,  

 整髪料（シンガポール） 

ブ :Bio with One,AGAIA，BIMAGE  

進 :シンガポール 

 

0660 株式会社パイオニア風力機 
〒458-0847 名古屋市緑区浦里 3-25  

TEL : 052-892-6855   FAX : 052-892-8803 

URL : http:/www.paionia.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :りそな銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :エアシャワー, 靴底洗浄機, エアー吸着マット 

出 :エアシャワー, 靴底洗浄機, エアー吸着マット 

 （中国, 韓国, タイ, フィリピン, トルコ, メキシコ,  

 台湾, マレーシア, シンガポール, 米国, ブラジル） 

 

0661 パイロットインキ株式会社 
〒466-8588 名古屋市昭和区緑町 3-17  

TEL : 052-732-3201   FAX : 052-732-4943 

資本金 : 22,000万円   従業員数 : 458人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行名古屋支店 

製 :マーキングペン, 筆記用インキ, 熱変色素材, 玩具 

出 :マーキングペン, 熱変色素材, 玩具 

 （北米諸国, 欧州, 中国, 香港, 韓国, タイ,  

 ベトナム, マレーシア, インドネシア） 

入 :玩具, マーキングペン 

 （香港, 台湾, タイ, 中国, 韓国, ベトナム） 

ブ :PILOT  

 

0662 ハギノ機工株式会社 
〒455-0075 名古屋市港区正徳町 1-55  

TEL : 052-651-0141   FAX : 052-653-0141 

URL : http:/www.hagino-kiko.jp 

資本金 : 2,250万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 1939年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行金山支店 愛知銀行昭和橋支店 

製 :プラスチック押出成形用引取機,  

 プラスチック押出成形用切断機,  

 プラスチック押出成形用冷却水槽, スリーブ成形機, 

  プラスチックパイプ巻取機, ゴムチューブ切断機,  

 プラスチックチューブ切断機 

ブ :HAGINO  

 

0663 株式会社ハクサン 
〒470-0104 日進市岩藤町三番割 321-1  

TEL : 0561-75-5777   FAX : 0561-75-5776 

URL : https://hakusan1.co.jp/ 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支社 三重銀行名東支店 

卸 :花の苗・球根, 草花の種, 園芸資材 

入 :花の苗・球根, 草花の種, 園芸資材 

 （世界各国, オランダ, ドイツ, デンマーク,  

 中米諸国, スリランカ, 中国） 

ブ :PW,ﾌﾟﾙｰﾌﾞﾝｳｲﾅｰｽ 

http://www.nodakougyo.com/
http://www.noritake-c.net/
http://www.noritake.co.jp/
http://www.eisakunoro.com/
http://www.biotech.ne.jp/
http://www.paionia.co.jp/
http://www.hagino-kiko.jp/
https://hakusan1.co.jp/
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0664 橋本電機工業株式会社 
〒444-1301 高浜市新田町 5-1-17  

TEL : 0566-53-6902   FAX : 0566-53-1870 

URL : http:/www.hdk-co.com 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三井住友銀行刈谷支店  

          三菱ＵＦＪ銀行高浜支店 

製 :ベニヤ製造機械, 合板製造機械, 木質建材製造機械, 

 不燃建材製造機械, ロボット装置,  

 段ボールシート製造機械 

出 :ベニヤ製造機械, 合板製造機械, 木質建材製造機械,  

 不燃建材製造機械, ロボット装置,  

 段ボールシート製造機械 

 （インドネシア, マレーシア, 台湾, 韓国, 米国,  

 カナダ, 中国, フィリピン, ニュージーランド,  

 ロシア, エクアドル, ラトビア, ベラルーシ, タイ） 

入 :機械部品, 単板強度検知器, 含水率計 

 （台湾, 韓国, 米国） 

ブ :HASHIMOTO  

進 :米国 

   【2017年度調査回答】 

 

0665 八井商会株式会社 
〒468-0014 名古屋市天白区中平 1-905  

            ペアシティ 1棟 203号 

TEL : 052-803-1023   FAX : 052-802-3034 

URL : http:/www.hachii-shokai.jp 

資本金 : 500万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :三井住友銀行天白植田支店  

          三菱ＵＦＪ銀行平針支店 

卸 :電子部品, 電子機器 

出 :電子部品, 雑貨, 中古機械 

 （スリランカ, 韓国, 中国, ミャンマー） 

入 :電子部品, 環状コイル（スリランカ, 韓国, 中国,  

    米国, シンガポール, 豪州） 

ブ :HACHII  

進 :スリランカ, 中国 

 

0666 合資会社八丁味噌 
〒444-0923 岡崎市八帖町字往還通 69  

TEL : 0564-21-0151   FAX : 0564-25-0513 

URL : http://www.kakukyu.jp 

資本金 : 300万円   従業員数 : 56人 

設立年 : 1932年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店  

          岡崎信用金庫中央支店 

製 :八丁味噌, 赤出し味噌 

出 :八丁味噌（欧州, 米国） 

入 :大豆（中国, カナダ） 

ブ :KAKUKYU  

進 :英国, ドイツ, フランス, 米国 

 

0667 服部猛株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2丁目 16番 8号  

TEL : 052-231-8762   FAX : 052-221-0127 

URL : http://www.t-hattori.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 78人(9人) 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

          三井住友銀行名古屋支店 

製 :織物, ニット製品, 不織布, 繊維製品 

入 :織物, ニット製品, 不織布, 繊維製品 

 （インドネシア, 中国） 

進 :インドネシア 

 

0668 株式会社バッファロー 
〒460-8315 名古屋市中区大須 3-30-20 赤門通ビル 

TEL : 050-5830-8865   FAX : 050-5830-8867 

URL : http://buffalo.jp 

資本金 : 32,000万円   従業員数 : 501人 

設立年 : 1978年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

製 :ストレージ製品, ネットワーク関連製品,  

    メモリー製品 

出 :ストレージ製品, ネットワーク関連製品 

 （北米諸国, 欧州, アジア諸国, 太洋州諸国） 

入 :コンピュータ関連機器, コンピュータ部品 

 （北米諸国, 台湾, 中国） 

ブ :BUFFALO  

進 :米国, 台湾, オランダ, 中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0669 株式会社ハナイタイト 
〒466-0054 名古屋市昭和区円上町 29-16  

TEL : 052-871-8351   FAX : 052-881-8713 

URL : http:/www.hanaitite.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 31人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :十六銀行桜山支店  

卸 :ボルト, ナット, ねじ, ばね, ダイカスト, 樹脂製品,  

 プレス部品 

出 :ねじ（中国） 

入 :ダイカスト, 樹脂製品（台湾） 

進 :中国 

 

0670 花木産業 
〒466-0058 名古屋市昭和区白金 1-12-11  

TEL : 052-881-1654   FAX : 052-881-2203 

従業員数 : 1人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :愛知銀行  

入 :生鮮魚, 蟹（生鮮）（韓国） 

 

0671 パパジーノ株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄 2-11-30 セントラルビル 2F 

TEL : 052-218-2012   FAX : 052-218-2013 

URL : http:/www.papagino.co.jp 

資本金 : 21,200万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1987年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

卸 :玩具, ベビー用品, ギフト用品, 雑貨, キーチェーン,  

 携帯電話用アクセサリー 

出 :ベビー用品（香港, 台湾, シンガポール, 中国） 

入 :玩具, ギフト用品, 雑貨, ベビー用品（米国, カナダ,  

 台湾, 香港, 中国, 英国, インドネシア, 韓国） 

ブ :ﾌﾟﾘｼｬｽﾌﾟﾘﾝﾄ,ｼﾞｰﾉﾍﾞﾋﾞｰ  

 

0672 株式会社パームホルツ 
〒484-0086 犬山市松本町 2-63  

TEL : 0568-62-3838   FAX : 0568-62-8737 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 2016年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行犬山支店 

製 :建材 

入 :オイルパーム材（マレーシア, インドネシア） 

http://www.hdk-co.com/
http://www.hachii-shokai.jp/
http://www.kakukyu.jp/
http://www.t-hattori.co.jp/
http://buffalo.jp/
http://www.hanaitite.co.jp/
http://www.papagino.co.jp/
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進 :マレーシア, インドネシア 

 

0673 株式会社林スプリング製作所 
〒456-0005 名古屋市熱田区池内町 7-7  

TEL : 052-871-6871   FAX : 052-882-6827 

URL : http:/www.hayashi-spring.com 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :大垣共立銀行名古屋支店 名古屋銀行八熊支店 

製 :各種スプリング, スパイラルスプリング 

入 :ワイヤーケーブル（ステンレス）,  

 コントロールケーブル（中国） 

進 :中国, タイ 

 

0674 林テレンプ株式会社 
〒460-0013 名古屋市中区上前津 1-4-5  

TEL : 052-322-2135   FAX : 052-322-0890 

URL : http:/www.hayatele.co.jp 

資本金 : 100,000万円   従業員数 : 1,505人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店  

          三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

製 :自動車内装部品, 自動車外装部品, 自動車用電装部品 

入 :自動車内装部品, 繊維原料, 自動車用電装部品 

進 :米国, タイ, 韓国, 中国, カナダ 

 

0675 林八百吉株式会社 
〒460-0003 名古屋市熱田区六番 2丁目 6番 6号  

TEL : 052-659-7388   FAX : 052-659-7389 

URL : http:/www.yaokichi.co.jp 

資本金 : 6,750万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1895年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

          商工組合中央金庫名古屋支店 

卸 :帽子, 手袋（繊維） 

出 :帽子材料, 帽子（中国, タイ, 台湾） 

入 :帽子, 手袋（繊維） 

 （中国, タイ, 韓国, インドネシア, フランス, 英国） 

ブ :宇野千代,ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ  

進 :中国 

 

0676 早善織物株式会社 
〒491-0201 一宮市奥町字風田四拾四番地  

TEL : 0586-62-4168   FAX : 0586-61-3208 

URL : http:/www.hayazen.co.jp 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 11人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾西支店 十六銀行木曽川支店 

製 :婦人服地 

出 :婦人服地（韓国, 台湾, 中国, 欧州, 米国） 

入 :婦人服地, 原糸（中国, ベトナム） 

ブ :HAYAZEN  

進 :中国 

 

0677 原ウール株式会社 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 5-16-17  

            花車ビル南館 705号 

TEL : 052-582-3701   FAX : 052-581-0650 

URL : http://harawool.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

製 :手編み糸, 手芸用布地, 手芸用品 

出 :手編み糸, 手芸用布地, 手芸用品（中国, 台湾） 

入 :手編み糸, 手芸用布地, 手芸用品 

 （中国, 台湾, トルコ, ペルー, イタリア） 

ブ :UNIVERSAL  

 

0678 株式会社ハル・コーポレーション 
〒470-0114 日進市南ヶ丘 1-27-5  

TEL : 0561-73-7761   FAX : 0561-73-7756 

URL : http:/www.hal-corp.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 名古屋銀行東郷支店 

卸 :美容機器・用品, 化粧品類, 医療機器・用品,  

 健康機器・用品, シルク関係商品,  

 リラクゼーション機器・用品, 雑貨, インテリア用品 

入 :美容機器・用品, 化粧品類, 医療機器・用品,  

 健康機器・用品, シルク関係商品,  

 リラクゼーション機器・用品, 雑貨, インテリア用品

 （米国, 台湾, 香港, 中国, 韓国, ドイツ, イタリア,  

 スペイン） 

ブ :hal,Rouge  

 

0679 株式会社バルダン 
〒491-0004 一宮市定水寺字塚越 20  

TEL : 0586-76-6161   FAX : 0586-76-6165 

URL : http:/www.barudan.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 77人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店  

          三井住友銀行名古屋駅前支店 

製 :単頭式刺繍機, 多頭式刺繍機, 自動タオルヘム縫製機 

出 :単頭式刺繍機, 多頭式刺繍機 

 （米国, シンガポール, 香港, 中国, タイ, インド,  

   パキスタン, 欧州, トルコ, ブラジル） 

入 :刺繍機ヘッド, 刺繍機部品 

 （韓国, フランス, 米国, 台湾, 中国） 

ブ :BARUDAN  

進 :米国, フランス, シンガポール, 中国 

 

0680 株式会社坂角総本舗 
〒476-8577 東海市荒尾町甚造 15-1  

TEL : 052-603-5001   FAX : 052-613-7861 

URL : http:/www.bankaku.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 540人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東海支店  

製 :菓子, 海老煎餅 

出 :菓子, 海老煎餅（シンガポール） 

ブ :ゆかり  

 

0681 株式会社半谷製作所 
〒474-0001 大府市北崎町大島 13番地の 3  

TEL : 0562-46-5121   FAX : 0562-48-3827 

URL : http:/www.hanya-net.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 170人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支社  

     商工組合中央金庫熱田支店 

製 :自動車部品, 自動車用冷熱部品 

ブ :ﾌﾟﾚﾓﾌｫｰｼﾞﾝｸﾞ  

進 :中国, インドネシア, タイ, インド 

   【2017年度調査回答】 

 

 

http://www.hayashi-spring.com/
http://www.hayatele.co.jp/
http://www.yaokichi.co.jp/
http://www.hayazen.co.jp/
http://harawool.com/
http://www.hal-corp.co.jp/
http://www.barudan.co.jp/
http://www.bankaku.co.jp/
http://www.hanya-net.co.jp/
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0682 株式会社ビーエスエーサクライ 
〒468-0022 名古屋市天白区高島 1-117-1  

TEL : 052-805-1181   FAX : 052-805-1182 

URL : http:/www.bsa-sakurai.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行今池支店  

製 :陶歯, レジン歯, 硬質レジン歯, 歯科材料 

出 :歯科用品（韓国, 台湾） 

入 :歯科用ゴム手袋, 歯科用マスク, 歯科用器具,  

 滅菌バッグ, 使い捨てエプロン, 使い捨てコップ

 （韓国, 中国, 米国, イタリア, 台湾, マレーシア） 

ブ :B.S.A  

進 :中国 

 

0683 株式会社光触媒研究所 
〒466-0044 名古屋市昭和区桜山町 1-10  

TEL : 052-838-7758   FAX : 052-838-7768 

URL : http://photocatalyst.co.jp/wordpress/ 

資本金 : 4,250万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1998年 

取引銀行 :三井住友銀行御器所支店 

製 :光触媒製品 

出 :光触媒製品, 光触媒除菌脱臭機, 光触媒フィルター,  

 光触媒ゾル（イタリア, タイ, 米国, 韓国, 中国,  

 シンガポール, フランス, マレーシア） 

ブ :Catalyty,ADJ  

進 :中国, 米国 

 

0684 株式会社ヒサダ 
〒446-0001 安城市里町三郎 11  

TEL : 0566-97-9283   FAX : 0566-96-4416 

URL : http:/www.hisada-g.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 1,550人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行安城支店  

          岡崎信用金庫岩津支店 

製 :自動車部品, 自動車用ドア部品, 自動車用シート部品 

出 :自動車部品, 自動車用ドア部品, 自動車用シート部品, 

 自動車部品製造設備, 金型, 治具 

 （米国, 中国, タイ, インドネシア） 

入 :金型, 治具, 自動車部品製造設備（中国） 

進 :米国, 中国, タイ, インドネシア 

 

0685 日高工業株式会社 
〒448-0002 刈谷市一里山町柳原 7-1  

TEL : 0566-36-2390   FAX : 0566-36-0279 

URL : http://www.hidaka-kk.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :愛知銀行刈谷支店 名古屋銀行一ッ木支店 

製 :金属熱処理加工 

 

0686 株式会社日立製作所 中部支社 
〒460-8435 名古屋市中区栄 3-17-12 大津通電気ビル 

TEL : 052-259-1186   FAX : 052-259-1074 

URL：http://www.hitachi.co.jp/ 

資本金 : 45,879,000万円    

従業員数 : 34,925人(500人) 

設立年 : 1920年 

取引銀行 :みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :電力システム, 社会・産業システム, 交通システム,  

 情報・通信システム 

出 :ＩＴプラットフォーム, 産業用コンピュータ 

 （アジア諸国, 欧州, 北米諸国） 

ブ :HITACHI,Inspire the Next  

進 :世界各国 

 

0687 株式会社ビッグウェーブ 
〒497-0005 あま市七宝町伊福鍛治屋前 58  

TEL : 052-441-7502   FAX : 052-441-7628 

URL : http:/www.bigwave-net.co.jp 

資本金 : 5,689万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1997年 

取引銀行 :愛知銀行大治支店 三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

卸 :中古自動車, 中古自動車部品, 自動車用化学品 

 

0688 株式会社ビップウ 
〒465-0042 名古屋市名東区照が丘 54 ビレッジ藤が丘 2D 

TEL : 052-778-3161   FAX : 052-778-3163 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1987年 

取引銀行 :中京銀行長久手支店 三井住友銀行名古屋支店 

卸 :潤滑油, 燃料計測器, 工業用切削剤, オイルガード,  

 鉄鋼, 発光ダイオード, プリント配線基板, 鉱物,  

 飲料水設備 

出 :電気抵抗器, コネクター, ＬＥＤランプ, 水処理装置,  

 水素ガス発生装置 

 （中国, 台湾, 豪州, 米国, 欧州, 東アジア諸国） 

入 :アイススケート用品, 空調設備部品製造機械,  

 安全マット用品, 自動車部品, 工業用切削剤,  

 発光ダイオード, プリント配線基板,  

 プラスチック成形加工品, 飲料水設備 

 （豪州, ニュージーランド, ＥＵ, 米国, 台湾,  

 カナダ, 中国） 

ブ :S.H.W.水製造装  

進 :中国, 香港, シンガポール, マレーシア 

 

0689 株式会社ビップ商工 
〒457-0852 名古屋市南区泉楽通 2-24  

TEL : 052-692-0982   FAX : 052-692-8031 

URL : http:/www.bipshouko.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 11人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行内田橋支店  

卸 :研磨工具, エアグラインダー, インパクトレンチ,  

 研磨製品, 砥石, エアサンダー 

出 :研磨工具, エアグラインダー, インパクトレンチ,  

 研磨製品, 砥石 

 （米国, メキシコ, タイ, チェコ, 中国, インド） 

入 :研磨工具, エアグラインダー, インパクトレンチ,  

 研磨製品, 砥石（台湾） 

ブ :AXEL,AXEL TOOLS  

進 :インド 

   【2017年度調査回答】 

 

0690 ヒトシ・カンパニー 
〒468-0015 名古屋市天白区原 2-1008  

TEL : 052-801-4446   FAX : 052-802-6930 

従業員数 : 2人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店  

出 :金属洋食器, 台所用品, 業務用厨房機器, 和陶器,  

 漆器（木製）, 園芸用品 

 （米国, カナダ, ドイツ, デンマーク, 英国） 

 

 

http://www.bsa-sakurai.co.jp/
http://photocatalyst.co.jp/wordpress/
http://www.hisada-g.co.jp/
http://www.hidaka-kk.jp/
http://www.hitachi.co.jp/
http://www.bigwave-net.co.jp/
http://www.bipshouko.co.jp/
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0691 株式会社平岩鉄工所 
〒447-8680 碧南市棚尾本町 4-10  

TEL : 0566-41-0085   FAX : 0566-46-0084 

URL : http:/www.hiraiwa.ne.jp 

資本金 : 48,700万円   従業員数 : 230人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行碧南支店  

          三井住友銀行名古屋支店 

製 :鋳造品, 自動車部品, 化学関連機器 

入 :触媒（デンマーク） 

ブ :ｼﾞｪｯﾄﾀｰﾎﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ,ｼﾞｪｯﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ  

 

0692 株式会社平松食品 
〒441-0155 豊橋市梅薮町字折地 2-1  

TEL : 0532-31-0301   FAX : 0532-31-4625 

URL : http:/www.bisyoku.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 愛知銀行豊橋支店 

製 :佃煮, 甘露煮 

出 :佃煮, 甘露煮 

    （台湾, 米国, 香港, タイ, シンガポール） 

入 :アサリ, 若さぎ, イカナゴ, にしん（冷凍） 

 （中国, インドネシア, ロシア, ノルウェー） 

ブ :HIRAMATSU,TERIYAKI-FISH  

 

0693 ヒロタカ精機株式会社 
〒462-0832 名古屋市北区生駒町 5-89  

TEL : 052-991-6111   FAX : 052-991-6115 

URL : http://www.hirotaka.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 25人(2人) 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :大垣共立銀行大曽根支店  

          三菱ＵＦＪ銀行大曽根支店 

製 :空圧機器, 油圧機器 

出 :空圧機器, 油圧機器（韓国, 中国, インド, 米国） 

ブ :ﾋﾛﾀｶ,Hirotaka  

   【2017年度調査回答】 

 

0694 有限会社ファインモールド 
〒441-3301 豊橋市老津町字的場 53-2  

TEL : 0532-23-6810   FAX : 0532-23-6811 

URL : http:/www.finemolds.co.jp 

資本金 : 300万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 2000年 

取引銀行 :名古屋銀行豊橋支店 蒲郡信用金庫大清水支店 

製 :プラモデル, 金属模型 

出 :プラモデル, 金属模型（米国, ドイツ, 英国, 中国,  

 イタリア, ポーランド, 香港） 

入 :金型, プラモデル（中国） 

ブ :ﾌｧｲﾝﾓｰﾙﾄﾞ,Fine Molds  

 

0695 株式会社フォノン明和 
〒489-0003 瀬戸市穴田町 965  

TEL : 0561-48-5011   FAX : 0561-48-5015 

URL : http:/www.phononmeiwa.co.jp 

資本金 : 30,600万円   従業員数 : 170人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店 瀬戸信用金庫本店 

製 :インダクタ用セラミックコア,  

 インダクタ用フェライトコア, 抵抗器用セラミック 

出 :インダクタ用セラミックコア,  

 インダクタ用フェライトコア, 抵抗器用セラミック 

 （台湾, 中国, 韓国, マレーシア） 

入 :インダクタ用セラミックコア,  

 インダクタ用フェライトコア, 抵抗器用セラミック 

 （ベトナム） 

進 :台湾, ベトナム 

 

0696 株式会社フカヤ 
〒460-0015 名古屋市中区大井町 1番 37号  

            フカヤビル 3 階 

TEL : 052-228-8910   FAX : 052-228-8917 

URL : http:/www.fukaya-nagoya.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店  

          みずほ銀行名古屋駅前支店 

卸 :自転車及び部品, 自転車用品 

入 :自転車及び部品, 自転車用品 

 （フランス, イタリア, ベルギー, 台湾, 米国） 

ブ :ｷﾞｻﾛ,ﾀﾞﾎﾞｽ  

 

0697 福花園種苗株式会社 
〒460-0017 名古屋市中区松原 2-9-29  

TEL : 052-321-5541   FAX : 052-331-1009 

資本金 : 7,000万円   従業員数 : 106人 

設立年 : 1917年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店  

          商工組合中央金庫熱田支店 

製 :草花の種, 花の苗・球根, 苗木, 園芸用品 

出 :草花の種, 花の苗・球根, 苗木 

 （米国, オランダ, 豪州, 英国, カナダ, 台湾, タイ,  

   中国, ベトナム, スペイン, イタリア, 韓国） 

入 :草花の種, 花の苗・球根, 苗木 

 （オランダ, ドイツ, 米国, タイ, 中国, フランス,  

 イタリア, イスラエル, 英国） 

ブ :ﾌｸｶｴﾝのﾀﾈ  

 

0698 複合資材株式会社 
〒444-1223 安城市和泉町北大木 1-4  

TEL : 0566-92-5151   FAX : 0566-92-5153 

URL : http:/www.fukugoshizai.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 愛知銀行 

製 :防錆油, 潤滑油, 洗浄液, 樹脂離型油 

出 :防錆油, 潤滑油, 洗浄液, 樹脂離型油 

 （インドネシア, タイ, シンガポール, マレーシア,  

 米国, ベトナム, 中国, フィリピン） 

ブ :ﾒﾀﾌｫｰﾑ,METAFORM  

進 :タイ, インドネシア 

 

0699 福徳商事株式会社 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-5-2  

TEL : 052-571-9141   FAX : 052-571-0131 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店  

          瀬戸信用金庫押切支店 

卸 :紳士靴, 運動靴 

入 :紳士靴, 運動靴 

 （台湾, 香港, 中国, カンボジア, ミャンマー） 

ブ :nev,alb  

 

0700 株式会社フクモト 
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-2-15  

TEL : 052-231-6151   FAX : 052-202-1001

http://www.hiraiwa.ne.jp/
http://www.bisyoku.com/
http://www.hirotaka.co.jp/
http://www.finemolds.co.jp/
http://www.phononmeiwa.co.jp/
http://www.fukaya-nagoya.co.jp/
http://www.fukugoshizai.co.jp/
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URL : http:/www.fg-fukumoto.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 29人 

設立年 : 1905年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

          みずほ銀行名古屋駅前支店 

卸 :木工機械, 製材機械, 合板製造機械, 樹脂加工機械,  

 専用機, 集塵機, 搬送機器, 機械工具, 電動工具,  

 エア工具, 刃物類, 研磨紙 

出 :木工機械（中国, 韓国, タイ, マレーシア,  

 インドネシア, ベトナム, ミャンマー, フィンランド, 

 フィリピン, インド, メキシコ） 

入 :木工機械（ドイツ, イタリア, デンマーク, 米国, 台湾, 

中国） 

 

0701 富士株式会社 
〒455-0054 名古屋市港区遠若町 1-7 ハイツメイヨン 1階  

TEL : 052-746-7799   FAX : 052-746-7798 

資本金 : 520万円   従業員数 : 1人 

設立年 : 2018年 

取引銀行 :ゆうちょ銀行 いちい信用金庫 

卸 :化粧品, 日用品雑貨 

出 :化粧品, 日用品雑貨（中国） 

進 :中国 

 

0702 株式会社 富 士 
〒465-0024 名古屋市名東区本郷 3-148  

TEL : 052-777-3001   FAX : 052-777-3381 

URL : http:/www.fuji-trade.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店  

          中京銀行上社支店 

卸 :時計, 家庭用品, 台所用品, バス用雑貨, 美容雑貨,  

 健康雑貨 

出 :美容雑貨, 健康雑貨（米国, 豪州, 台湾, 香港） 

入 :時計, 医療用マスク, 化粧関連用品, 美容関連品,  

 小型電気器具, 服飾小物, 家庭用品, 台所用品,  

 バス用雑貨, トイレ用雑貨, 理容雑貨, 美容雑貨 

 （中国, 香港, タイ, 韓国, 台湾） 

ブ :FUJI JAPAN,awahour あわわ  

進 :中国, 香港 

 

0703 株式会社ＦＵＪＩ 
〒472-8686 知立市山町茶碓山 19  

TEL : 0566-81-8205   FAX : 0566-81-8281 

URL : https://www.fuji.co.jp 

資本金 : 587,897万円   従業員数 : 1,652人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 みずほ銀行 

製 :電子部品自動装着機, ＮＣ旋盤 

出 :電子部品自動装着機, ＮＣ旋盤 

 （北米諸国, 欧州, アジア諸国, 南米諸国） 

ブ :NXTⅢ,DLFn  

進 :米国, ドイツ, 中国 

 

0704 フジアンドカンパニー 
〒490-1131 海部郡大治町長牧浦畑 171  

TEL : 052-442-6121   FAX : 052-442-6121 

従業員数 : 1人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :愛知銀行大治支店 

出 :盆栽鉢（陶磁器製）, 盆栽用道具, 庭木 

 （米国, 豪州, ベルギー） 

入 :園芸用品（台湾, マレーシア, インドネシア） 

ブ :FUJI  

   【2017年度調査回答】 

 

0705 株式会社富士カーボン製造所 
〒446-0035 安城市錦町 1-11  

TEL : 0566-77-0080   FAX : 0566-77-0123 

URL : http:/www.fuji-carbon.co.jp 

資本金 : 7,680万円   従業員数 : 215人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

製 :カーボンブラシ 

出 :カーボンブラシ, カーボンパウダー, カーボンブロック 

 （インドネシア, シンガポール, 米国, 中国,  

   ベトナム, 台湾, タイ, 韓国, ドイツ） 

入 :カーボンブロック, カーボンブラシ, 端子, ばね座金 

 （ドイツ, 中国, 台湾, ベトナム） 

ブ :Fuji  

進 :台湾, 中国, ベトナム, インド 

 

0706 株式会社フジキカイ 
〒451-8568 名古屋市西区中小田井 4-380  

TEL : 052-509-1510   FAX : 052-501-9947 

URL : http:/www.fuji-machinery.com 

資本金 : 15,477万円   従業員数 : 631人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店 

製 :包装機械 

出 :包装機械（アジア諸国, 米国, 欧州, アフリカ諸国,  

 太洋州諸国） 

入 :包装機械部品（米国, 韓国, ドイツ） 

ブ :α WRAPPER  

進 :米国, デンマーク, フランス, シンガポール, 中国,  

 タイ 

 

0707 富士機鋼株式会社 
〒455-0004 名古屋市港区津金 2-1311  

TEL : 052-652-6226   FAX : 052-652-6949 

URL : http:/www.fujikiko-nagoya.co.jp 

資本金 : 1,600万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店  

          百五銀行当知支店 

卸 :鉄鋼材, 厚板鋼材（鉄） 

出 :板鋼材（韓国） 

入 :鉄鋼材, 厚板鋼材（鉄）（中国, 韓国, 台湾） 

 

0708 富士工機株式会社 
〒494-0011 一宮市西萩原字若宮前 53-1  

TEL : 0586-69-2121   FAX : 0586-69-2127 

URL : http:/www.fujiclon.com 

資本金 : 9,500万円   従業員数 : 95人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :大垣共立銀行尾西支店 みずほ銀行一宮支店 

製 :集塵設備, 粉体生産設備, タイヤ破砕設備,  

 汚泥減容装置, 汚泥浄化槽 

出 :集塵設備, 粉体生産設備, タイヤ破砕設備,  

 汚泥減容装置, 汚泥浄化槽 

 （マレーシア, 中国, メキシコ, ハンガリー） 

入 :タイヤ破砕設備, 振動スクリーン, 集塵設備,  

 粉粒体用機器（米国, 韓国） 

 

http://www.fg-fukumoto.com/
http://www.fuji-trade.co.jp/
https://www.fuji.co.jp/
http://www.fuji-carbon.co.jp/
http://www.fuji-machinery.com/
http://www.fujikiko-nagoya.co.jp/
http://www.fujiclon.com/
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0709 富士高分子工業株式会社 
〒460-0533 名古屋市中区錦 1-3-18  

            エターナル北山ビル 3F 

TEL : 052-218-5480   FAX : 052-218-5515 

URL : http://www.fujipoly.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 556人 

設立年 : 1978年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :シリコーンゴム, シリコーンゴム加工・成形品 

出 :シリコーンゴム, シリコーンゴム加工・成形品 

 （米国, タイ, シンガポール, 香港, 韓国, 英国,  

 欧州, 中国, 台湾） 

入 :シリコーンゴム, シリコーンゴム加工・成形品 

 （米国, タイ, 香港） 

ブ :ﾌｼﾞﾎﾟﾘ,ｻｰｺﾝ,ｾﾞﾌﾞﾗｺﾈｸﾀ  

進 :米国, タイ, シンガポール, 香港, 英国, 中国, 台湾,  

 ドイツ, 韓国 

 

0710 有限会社富士商 
〒463-0035 名古屋市守山区森孝 2-806  

TEL : 052-775-7135   FAX : 052-776-1556 

資本金 : 300万円   従業員数 : 6人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

          名古屋銀行藤ヶ丘支店 

出 :機械部品（韓国, 台湾, フィリピン, 米国） 

入 :切削工具, 機械部品（韓国, 米国, フィリピン） 

 

0711 富士シリシア化学株式会社名古屋営業所 
〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1  

            名古屋国際センタービル 23階 

TEL : 052-587-0451   FAX : 052-587-0455 

URL : http:/www.fuji-silysia.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 280人(20人) 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行勝川支店  

          みずほ銀行名古屋支店 

製 :マイクロナイズドシリカ, シリカゲル,  

 シリカ系触媒担体 

出 :マイクロナイズドシリカ, シリカゲル,  

 シリカ系触媒担体 

 （アジア諸国, 太洋州諸国, 米国, 欧州） 

入 :マイクロナイズドシリカ（米国） 

ブ :SYLYSIA,FUJI SILICAGEL  

進 :米国, スイス, イタリア, フランス 

 

0712 不二精工株式会社 
〒455-0071 名古屋市港区新船町 2-1  

TEL : 052-652-0001   FAX : 052-652-7130 

URL : http://www.fuji-seiko.net 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 66人 

設立年 : 1937年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店 愛知銀行昭和橋支店 

製 :繊維機械, 繊維機械部品 

出 :繊維機械, 繊維機械部品 

    （東南アジア諸国, 韓国, 中国） 

入 :繊維機械部品, 繊維機械（スイス, 中国, ドイツ,  

 イタリア, インド, 台湾, 韓国） 

 

0713 藤田螺子工業株式会社 
〒450-8620 名古屋市中村区名駅南 3-9-3  

TEL : 052-586-1196   FAX : 052-586-4280 

URL : http:/www.fjtrashi.co.jp 

資本金 : 8,925万円   従業員数 : 530人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 第三銀行中川支店 

製 :精密冷間圧造品, 精密切削加工品, ジオメット加工,  

 無酸化熱処理加工 

出 :精密冷間圧造品, 精密切削加工品 

 （米国, 中国, タイ, チェコ, インドネシア, 韓国） 

進 :米国, 中国, タイ, チェコ, インドネシア 

 

0714 フジデノロ株式会社 
〒485-0053 小牧市多気南町 361-1  

TEL : 0568-74-1757   FAX : 0568-73-8691 

URL : http:/www.fujidenolo.co.jp 

資本金 : 9,800万円   従業員数 : 320人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :愛知銀行豊山支店  

製 :プラスチック部品, 医療機器, 健康機器・用品 

入 :電気機器, 医療機器, 健康機器・用品 

 （カナダ, 米国, ベルギー） 

ブ :B-da,MAGGUARD  

 

0715 フジ電計装株式会社 
〒463-0080 名古屋市守山区川西 2丁目 503番地  

TEL : 052-793-9401   FAX : 052-982-0315 

URL : http://www.fujidenkeisou.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :名古屋銀行味鋺支店  

          三菱ＵＦＪ銀行上飯田支店 

製 :電気制御盤 

出 :電気制御盤 

 （中国, タイ, ベトナム, インドネシア, ブラジル） 

   【2017年度調査回答】 

 

0716 フジパン株式会社 
〒467-8651 名古屋市瑞穂区松園町 1-50  

TEL : 052-831-5151   FAX : 052-834-2961 

URL : http:/www.fujipan.co.jp 

資本金 : 40,000万円   従業員数 : 4,500人 

設立年 : 2006年 

製 :パン, 菓子 

ブ :ﾌｼﾞﾊﾟﾝ  

 

0717 フジＢＣ技研株式会社 
〒467-0851 名古屋市瑞穂区塩入町 3-1  

TEL : 052-819-5411   FAX : 052-819-5410 

URL : http:/www.fuji-bc.com 

資本金 : 9,180万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

          三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

製 :切削油供給システム, 切削工具 

出 :切削油供給システム, 切削工具, 潤滑油（植物性） 

 （中国, 韓国, 台湾, シンガポール, タイ,  

 インドネシア） 

入 :切削工具, 切削油供給システム, 潤滑油（植物性） 

 （スウェーデン, スイス, 英国, 米国, ドイツ,  

   イタリア, 韓国） 

ブ :ﾌﾞﾙｰﾍﾞ,ｶｯﾄﾋﾟｱ  

進 :中国 

 

0718 フジ・プランツ株式会社 
〒444-0412 西尾市一色町生田竹生新田 1-309  

TEL : 0563-72-3611   FAX : 0563-73-6785

http://www.fujipoly.co.jp/
http://www.fuji-silysia.co.jp/
http://www.fuji-seiko.net/
http://www.fjtrashi.co.jp/
http://www.fujidenolo.co.jp/
http://www.fujidenkeisou.com/
http://www.fujipan.co.jp/
http://www.fuji-bc.com/
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URL : https://www.inochio-fujiplants.co.jp/ 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行西尾支店  

卸 :カーネーションの苗, 種苗生産用資材 

出 :カーネーションの苗（中国, ベトナム, イスラエル） 

入 :カーネーションの苗, 種苗生産用資材 

 （オランダ, イスラエル, イタリア, 中国） 

ブ :BRFGR(FUJI)  

進 :イスラエル, 中国 

 

0719 株式会社富士プレス 
〒474-0001 大府市北崎町井田 118  

TEL : 0562-47-5126   FAX : 0562-47-5127 

URL : http:/www.fuji-press.co.jp 

資本金 : 5,200万円   従業員数 : 247人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :碧海信用金庫 三井住友銀行 

製 :自動車用金属部品, ダンパー 

出 :自動車用金属部品, 金型部品（中国, メキシコ） 

入 :自動車用金属部品, 金型部品（中国, メキシコ） 

進 :中国, メキシコ 

   【2017年度調査回答】 

 

0720 株式会社フジミインコーポレーテッド 
〒452-8502 清須市西枇杷島町地領 2-1-1  

TEL : 052-503-8111   FAX : 052-503-7712 

URL : http:/www.fujimiinc.co.jp 

資本金 : 475,343万円   従業員数 : 580人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

製 :研磨製品 

出 :研磨製品（米国, 英国, デンマーク, ドイツ,  

 マレーシア, 韓国, 台湾, フィンランド, イタリア, 

  香港, シンガポール, 中国, タイ, インドネシア,  

 フランス, インド, スイス, カナダ, チェコ,  

 スペイン, イスラエル, オーストリア,  

 ニュージーランド, ロシア, ブラジル, ベトナム,  

 ベルギー, ルーマニア, オランダ, ブルガリア,  

 ベラルーシ, フィリピン, ハンガリー,  

 バングラデシュ, スリランカ, メキシコ, ポーランド） 

入 :研磨製品, 研磨原材料 

 （米国, 中国, スウェーデン, 英国, マレーシア,  

 台湾, フランス, オーストリア, セネガル） 

ブ :FUJIMI  

進 :米国, マレーシア, 英国, ドイツ, 台湾, 韓国, 中国 

 

0721 不二木材工業株式会社 
〒456-0062 名古屋市熱田区大宝 4-1-11  

TEL : 052-681-6570   FAX : 052-681-6618 

URL : http:/www.fujimokuzai.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :商工組合中央金庫熱田支店  

          名古屋銀行八熊支店 

小 :フローリング用コーティング剤,  

 フローリング用メンテナンスケア剤,  

 木製フローリング, ウッドデッキ（チーク材） 

入 :木製フローリング, 木材加工品, 自然塗料,  

 フローリング用コーティング剤,  

 フローリング用メンテナンスケア剤,  

 ウッドデッキ（チーク材） 

 （米国, 中国, インド, ドイツ） 

ブ :FM ｴｺﾎﾞｰﾄﾞ,FM ｸﾘｴｲﾄ  

進 :中国 

 

0722 株式会社藤本商会 
〒454-0823 名古屋市中川区富船町 4-1-7  

TEL : 052-361-1184   FAX : 052-353-8626 

URL : http:/www.fujimotoshokai.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 18人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :愛知銀行尾頭橋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行尾頭橋支店 

製 :箸・割箸（木製）, 箸・割箸（竹製） 

入 :箸・割箸（木製）, 箸・割箸（竹製）（中国, ベトナム） 

 

0723 株式会社 扶 双 
〒456-0053 名古屋市熱田区一番 2-51-11  

TEL : 052-652-2424   FAX : 052-652-4812 

URL : http:/www.tebukuro-somurie.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :十六銀行六番町支店 三菱ＵＦＪ銀行六番町 

卸 :作業用手袋（軍手）, ゴム手袋, ビニル手袋, 帽子,  

 毛布, マフラー（衣料）, ノベルティ 

入 :作業用手袋（軍手）, 軍足, レインコート（紳士用）,  

 レインコート（婦人用）, 帽子, 毛布, マフラー（衣料） 

 （中国, 香港, 台湾） 

ブ :手袋のソムリエ®  

   【2017年度調査回答】 

 

0724 株式会社フタバ化学 
〒453-0825 名古屋市中村区沖田町 390  

TEL : 052-471-1111   FAX : 052-471-1112 

URL : http:/www.futaba-chemical.co.jp 

資本金 : 5,400万円   従業員数 : 55人 

設立年 : 1961年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

          三菱ＵＦＪ銀行中村支店 

製 :ボディソープ, つぶ塩マッサージソープ, シャンプー,  

 肌用化粧品 

出 :ボディソープ, シャンプー（ベトナム） 

ブ :ﾘｰﾌﾞﾙ,ｱﾛｴｼｵ  

 

0725 二葉産業株式会社 
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-14-13  

TEL : 052-201-5511   FAX : 052-201-4180 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 21人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店  

          三井住友銀行名古屋駅前支店 

卸 :染料, 染色助剤, 染料中間物, 繊維用仕上剤, 油剤,  

 工業薬品, 合成樹脂, 建材, 接着剤, 離型剤 

出 :染料, 染色助剤, 染料中間物, 銅の精錬剤, 工業薬品 

 （台湾, 中国） 

入 :染料, 銅の精錬剤（台湾, 中国, ポーランド） 

ブ :Leaftex,Twintex  

 

0726 フタバ産業株式会社 
〒444-8558 岡崎市橋目町字御茶屋 1  

TEL : 0564-31-2211   FAX : 0564-31-2220 

URL : http:/www.futabasangyo.com 

資本金 : 1,682,000万円   従業員数 : 9,969人 

設立年 : 1945年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 

みずほ銀行岡崎支店 

https://www.inochio-fujiplants.co.jp/
http://www.fuji-press.co.jp/
http://www.fujimiinc.co.jp/
http://www.fujimokuzai.co.jp/
http://www.fujimotoshokai.co.jp/
http://www.tebukuro-somurie.com/
http://www.futaba-chemical.co.jp/
http://www.futabasangyo.com/
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製 :マフラー（排気管）, エキゾーストマニホールド,  

 リアアクスルビーム, サスペンションメンバー,  

 サスペンションアーム, キャニスター,  

 フューエルインレットパイプ, 自動車部品,  

 情報環境機器部品, 溶接用機器, 治具, 金型 

出 :自動車部品, 事務機器部品, 溶接用機器, 治具, 金型 

 （米国, カナダ, 英国, 中国, タイ, インドネシア, 

 チェコ, インド, 台湾, 豪州, トルコ, マレーシア,  

 パキスタン, ベトナム） 

入 :自動車部品, 事務機器部品（カナダ, 中国） 

ブ :POWEREV®,agleaf  

進 :米国, カナダ, 英国, チェコ, 中国, インド,  

 インドネシア, 台湾 

 

0727 フタムラ化学株式会社 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 2-29-16  

TEL : 052-565-1212   FAX : 052-565-1159 

URL : http:/www.futamura.co.jp 

資本金 : 50,000万円   従業員数 : 1,280人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

          大垣共立銀行名古屋支店 

製 :ポリプロピレンフィルム, ポリエステルフィルム,  

 セルロースフィルム, 活性炭,  

 ファイブラス・ケーシング, 不織布,  

 フェノール積層板 

出 :セルロースフィルム, ファイブラス・ケーシング,  

 ポリプロピレンフィルム, 活性炭, 不織布,  

 フェノール積層板 

   （東南アジア諸国, 欧州, 米国, 豪州） 

ブ :PEARL,TAIKO  

進 :米国, 英国, マレーシア 

 

0728 ブラザー工業株式会社 
〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1  

TEL : 052-824-2158   FAX : 052-821-5177 

URL : http://www.brother.com 

資本金 : 1,920,900万円   従業員数 : 3,937人 

設立年 : 1934年 

取引銀行 :三井住友銀行 

 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :プリンター, 複合機, ファクス, 電子文具,  

 タイプライター, 家庭用ミシン, カッティングマシン,  

 工業用ミシン, 工作機械, ガーメントプリンター,  

 業務用通信カラオケシステム 

出 :プリンター, 複合機, ファクス, 電子文具,  

 家庭用ミシン, カッティングマシン, 工業用ミシン, 

  工作機械, ガーメントプリンター,  

 業務用通信カラオケシステム（世界各国） 

入 :プリンター, 複合機, ファクス, 電子文具,  

 家庭用ミシン, カッティングマシン, 工業用ミシン,  

 業務用通信カラオケシステム 

 （中国, マレーシア, ベトナム, フィリピン, 台湾） 

ブ :BROTHER  

進 :米国, カナダ, メキシコ, ブラジル, チリ,  

 アルゼンチン, 英国, アイルランド, ドイツ,  

 フランス, イタリア, スイス, ベルギー,  

 オーストリア, スペイン, フィンランド, ノルウェー,  

 スウェーデン, オランダ, デンマーク, チェコ,  

 ハンガリー, ロシア, 豪州, ニュージーランド,  

 シンガポール, マレーシア, フィリピン, タイ, 香港,  

 中国, 台湾, ベトナム, インド, アラブ首長国連邦, 

  南アフリカ共和国, ペルー, スロバキア, ポルトガル,  

 トルコ, インドネシア, 

 

0729 ブラザー精密工業株式会社 
〒472-0025 知立市池端 2-43  

TEL : 0566-81-1213   FAX : 0566-82-1167 

URL : http:/www.bpi-japan.co.jp 

資本金 : 49,800万円   従業員数 : 149人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行知立支店  

          三井住友銀行上前津支店 

製 :ミシン部品, 自動車部品, コンピュータ部品,  

 アミューズメント設備機器部品 

出 :家庭用ミシン部品, 工業用ミシン部品,  

 アミューズメント設備機器部品（台湾, 中国） 

入 :家庭用ミシン部品, 工業用ミシン部品,  

    自動二輪車部品, アミューズメント設備機器部品 

   （台湾, 中国, 香港） 

進 :台湾, タイ 

 

0730 ブリッド株式会社 
〒476-0015 東海市東海町 1-11-1  

TEL : 052-689-2611   FAX : 052-689-2612 

URL : http:/www.bride-jp.com 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 14人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :愛知銀行堀田支店 三菱ＵＦＪ銀行東海支店 

製 :自動車用座席 

出 :自動車用座席（米国, シンガポール, タイ, 中国,  

     豪州, 英国, ロシア, フィリピン） 

入 :自動車用座席部品（台湾, 中国） 

ブ :BRIDE,edirb  

 

0731 フリーマンス貿易 
〒468-0004 名古屋市天白区梅が丘 5-905  

TEL : 052-807-8231   FAX : 052-807-8232 

従業員数 : 2人 

設立年 : 2018年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店  

           岐阜信用金庫名古屋支店 

出 :中古フォークリフト, 毛皮スクラップ 

 （ニュージーランド, 香港, 中国, ギリシア, 豪州,  

   欧州, ベトナム, 台湾） 

 

0732 フルタ電機株式会社 
〒467-0862 名古屋市瑞穂区堀田通 7-9  

TEL : 052-872-4111   FAX : 052-872-4112 

URL : http:/www.fulta.co.jp 

資本金 : 3,200万円   従業員数 : 165人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

          三井住友銀行上前津支店 

製 :産業用環境改善機器, 防霜用ファンシステム,  

 施設園芸用空調システム, 畜産用送風システム,  

 産業用機器組込送風機, 食品業界用乾燥装置,  

 水産養殖用機器 

出 :産業用機器組込送風機, 防霜用ファンシステム,  

 施設園芸用空調システム, 水産養殖用機器 

 （中国, 台湾, ＥＵ） 

入 :ロストワックス機械部品, モーター 

 （台湾, ベトナム, 中国, 米国） 

ブ :FULTA  

進 :中国 

 

0733 フルハシＥＰＯ株式会社 
〒460-0022 名古屋市中区金山 1-14-18  

TEL : 052-324-9088   FAX : 052-324-9188

http://www.futamura.co.jp/
http://www.brother.com/
http://www.bpi-japan.co.jp/
http://www.bride-jp.com/
http://www.fulta.co.jp/
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URL : http:/www.fuluhashi.co.jp 

資本金 : 25,500万円   従業員数 : 250人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :りそな銀行 

 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :物流機器 

出 :物流機器, プラスチック原材料（中国, タイ, 韓国） 

入 :パレット（木製）, 物流機器, 日用品雑貨,  

 産業機械, 木材（中国, タイ, 台湾, ベトナム） 

ブ :F-CON  

進 :中国, タイ, ベトナム 

 

0734 有限会社フレンド商事 
〒452-0814 名古屋市西区南川町 199 龍巳堂ビル 3F 

TEL : 052-502-9639   FAX : 052-502-9653 

資本金 : 300万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1998年 

取引銀行 :岡崎信用金庫小田井支店  

          岡崎信用金庫本店営業部 

卸 :中古エンジン, 中古エンジン部品 

出 :中古エンジン, 中古エンジン部品（南アフリカ共和国, 

 米国, オランダ, キルギスタン, ロシア, ジャマイカ） 

 

0735 株式会社プロスタッフ 
〒491-0083 一宮市丹羽字大森 25-1  

TEL : 0586-26-0722   FAX : 0586-26-1780 

URL : http:/prostaff-jp.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1919年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

          三井住友銀行名古屋支店 

製 :自動車用化学品 

出 :自動車用化学品 

   （中国, 台湾, タイ, ポーランド, 韓国） 

入 :自動車用化学品（中国, 台湾） 

ブ :PROSTAFF,PROZZA  

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0736 株式会社平成トレーディング 
〒452-0843 名古屋市西区平中町 131  

TEL : 052-504-0808   FAX : 052-504-0801 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :愛知銀行本陣支店  

卸 :化粧用ブラシ, 毛筆, 画筆, ブラシ, 雑貨,  

    人材派遣業 

入 :塗装用ブラシ, 化粧用ブラシ, 毛筆, 画筆, ブラシ,  

 雑貨（中国） 

 

0737 平和工業株式会社 
〒466-0856 名古屋市昭和区川名町 2-52  

TEL : 052-761-6287   FAX : 052-761-7194 

URL : http:/www.mocco.jp 

資本金 : 1,800万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行今池支店  

          みずほ銀行大曽根支店 

製 :木製玩具 

入 :木製玩具, 木製工芸品（中国） 

ブ :MOCCO,Peace of wood  

進 :中国 

 

 

0738 碧海工機株式会社 
〒444-0324 西尾市寺津町四ノ割横道東 8番地  

TEL : 0563-59-2330   FAX : 0563-59-2341 

URL : http:/www.hekikai.co.jp 

資本金 : 9,220万円   従業員数 : 640人 

設立年 : 1943年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行碧南支店  

          碧海信用金庫碧南支店 

製 :ステアリング部品, 自動車用エンジン部品,  

 アルミダイカスト, アルミ重力鋳造, 機械加工 

進 :インドネシア 

 

0739 碧南特殊機械株式会社 
〒444-1223 安城市和泉町北大木 4-8  

TEL : 0566-73-4111   FAX : 0566-73-4141 

URL : http://www.hekitoku.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 24人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行碧南支店  

          岡崎信用金庫新川支店 

製 :タイル自動紙貼機, 混合機（窯業用）, パレタイザー,  

 窯業用乾燥炉, 瓦自動積降しシステム 

 

0740 ベルウッドトレーディング 
〒440-0068 豊橋市東郷町 20  

TEL : 0532-63-0967   FAX : 0532-63-4967 

従業員数 : 2人 

設立年 : 1987年 

取引銀行 :蒲郡信用金庫多米支店 愛知銀行豊橋支店 

卸 :繊維機械, 編網機, 撚糸機, ロープ製造機械, 合撚機,  

 繊維押出機, 繊維機械部品, 研磨機, 鶏卵,  

 鶏卵加工装置, 撚糸, 網, ロープ, 水産資材,  

 土木工事用植生ネット, 繊維界面活性剤,  

 農業用フィルム, 自動車部品 

出 :繊維機械, 編網機, 撚糸機, ロープ製造機械, 合撚機,  

 繊維押出機, 繊維機械部品, 研磨機, 鶏卵,  

 鶏卵加工装置, 撚糸, 網, ロープ, 水産資材,  

 繊維界面活性剤, 自動車部品 

 （アジア諸国, 欧州, 太洋州諸国, 北米諸国） 

入 :撚糸, 網, ロープ, 水産資材, 農業用フィルム,  

 土木工事用植生ネット, 食料品, 雑貨 

 （東南アジア諸国, 欧州, 北米諸国） 

 

0741 株式会社ベルグリーンワイズ 
〒460-0007 名古屋市中区新栄 2-42-28  

TEL : 052-238-1413   FAX : 052-238-1418 

URL : https://bellegreenwise.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 2005年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 中京銀行本店 

製 :青果物鮮度保持フィルム,  

 カット野菜用鮮度保持フィルム 

出 :青果物鮮度保持フィルム 

 （韓国, 中国, タイ, 台湾, ベトナム） 

入 :防曇フィルム 

ブ :ｵｰﾗﾊﾟｯｸ,ｵｰﾗﾊﾟｯｸすぐ食べﾚﾝｼﾞ  

 

0742 株式会社ベルテック 
〒463-0090 名古屋市守山区瀬古東 1-601  

TEL : 052-791-8155   FAX : 052-791-1628 

URL : http://belltec.info 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1988年 

取引銀行 :大垣共立銀行味美支店  

          瀬戸信用金庫大曽根支店

http://www.fuluhashi.co.jp/
http://prostaff-jp.com/
http://www.mocco.jp/
http://www.hekikai.co.jp/
http://www.hekitoku.com/
https://bellegreenwise.co.jp/
http://belltec.info/
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製 :縄跳び, フラフープ, プラスチック成形品,  

 Ｘ線造影樹脂糸 

出 :Ｘ線造影樹脂糸, 縄跳び 

 （中国, シンガポール, 米国, 豪州, 韓国） 

入 :ミネラルウォーター（中国） 

 

0743 豊友物産株式会社 
〒452-0905 清須市須ケ口 1900-1  

TEL : 052-400-8121   FAX : 052-400-8126 

URL : http:/www.hoyu-bussan.co.jp  

資本金 : 8,400万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1962年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾張新川支店  

卸 :油圧機器, 空圧機器, 工作機械 

出 :油圧機器部品, 空圧機器 

 （中国, ルーマニア, ベトナム, シンガポール, 米国） 

入 :鋳物製品, 金属加工部品（中国, 台湾, ベトナム） 

 

0744 ホクト商事株式会社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-20-21  

TEL : 052-582-7251   FAX : 052-581-2777 

URL : http://www.hsk-group.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 85人(10人) 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

          三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

卸 :製パン製菓原材料 

出 :充填機械, 包装機械, 包装用フィルム,  

    アルコール飲料（台湾, 香港, 中国） 

入 :ぶどう（乾燥）, 苺（冷凍）, 素焼あられ, あんこ,  

 雑貨, 機械部品（中国, 米国, タイ） 

   【2017年度調査回答】 

 

0745 星ヶ丘通商株式会社 
〒462-0844 名古屋市北区清水一丁目 20番 6号  

TEL : 052-265-8552   FAX : 052-265-8553 

URL : http:/www.hoshitsu.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1992年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 中京銀行代官町支店 

卸 :電機産業用機器, 電機産業用機器部品, 電線加工機器 

出 :電線加工機器 

 （東南アジア諸国, 中国, 韓国, 台湾, ベトナム） 

入 :電機産業用機器部品, 試験機, アダプター 

 （台湾, 中国, 韓国, ベトナム） 

 

0746 ホシザキ株式会社 
〒470-1194 豊明市栄町南館 3-16  

TEL : 0562-96-1111   FAX : 0562-97-7427 

URL : http:/www.hoshizaki.co.jp 

資本金 : 800,856万円   従業員数 : 1,160人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :名古屋銀行本店  

製 :製氷機, 冷蔵庫, 冷凍庫, 食器洗浄機器,  

 食品用冷蔵ショーケース, 自動販売機,  

 コーヒーメーカー, ビールサーバー, ティーサーバー, 

 電解水生成装置 

出 :製氷機, 冷蔵庫, 冷凍庫, 食器洗浄機器,  

 食品用冷蔵ショーケース, 自動販売機,  

 コーヒーメーカー, ビールサーバー, ティーサーバー,  

 電解水生成装置（世界各国） 

ブ :ﾎｼｻﾞｷ  

進 :米国, オランダ, 英国, シンガポール, 中国,  

 フランス, ドイツ, ベルギー, 豪州, デンマーク,  

 インド, 韓国, ブラジル, インドネシア, タイ,  

 マレーシア, ベトナム, フィリピン 

 

0747 株式会社ホシノ 
〒440-0091 豊橋市下五井町甚太前 7番地  

TEL : 0532-52-7168   FAX : 0532-55-9322 

URL : http://www.t-hoshino.co.jp 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 56人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三井住友銀行豊橋支店 蒲郡信用金庫豊橋支店 

製 :切削工具 

出 :鋼材, 切削工具部品（中国） 

入 :切削工具（中国） 

ブ :HOSHINO  

進 :中国 

 

0748 星野楽器株式会社 
〒461-8717 名古屋市東区橦木町 3-22  

TEL : 052-931-0381   FAX : 052-932-2684 

URL : http:/www.hoshinogakki.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 134人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

          りそな銀行名古屋支店 

卸 :楽器 

出 :エレキギター, ベースギター, ドラム（楽器）,  

 アコースティックギター, エフェクター, ウクレレ,  

 楽器アクセサリー, バンジョー, ギターアンプ, 

 マンドリン（北米諸国, 欧州, 太洋州諸国, アジア諸国, 

  中東諸国, アフリカ諸国, 中南米諸国） 

入 :ドラム（楽器）, ギター, ウクレレ, 楽器アクセサリー

 （米国, 中国, インドネシア, オランダ, 英国,  

   イタリア） 

ブ :IBANEZ,TAMA  

進 :米国, オランダ, 中国, インドネシア 

 

0749 株式会社ホスコ 
〒463-0097 名古屋市守山区川村町 76  

TEL : 052-796-1588   FAX : 052-796-1630 

URL : https://www.hosco.co.jp/ 

資本金 : 580万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 瀬戸信用金庫川村支店 

卸 :弦楽器, 楽器付属品, 楽器部品, ギフト用品 

出 :弦楽器, ギター, ギター部品, 楽器工具 

 （ドイツ, 米国, 英国, オランダ, フランス,  

 イタリア, カナダ, 中国, 東南アジア諸国, 豪州） 

入 :バイオリン, ギター, マンドリン, バンジョー,  

 楽器付属品, 民族楽器, ギフト用品, 管楽器 

 （中国, インド, 米国, 英国, 韓国, ドイツ,  

 フランス, ベトナム, 台湾） 

ブ :HOSCO,A.A.A.  

   【2017年度調査回答】 

 

0750 ホッコー株式会社 
〒486-0923 春日井市下条町 1151番地 1  

TEL : 0568-85-3711   FAX : 0568-85-5525 

URL : http:/www.hokko.com 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 205人(147人) 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :電線加工品, ワイヤーハーネス 

出 :電線, 端子, コネクター（中国）

http://www.hoyu-bussan.co.jp/
http://www.hsk-group.co.jp/
http://www.hoshitsu.co.jp/
http://www.hoshizaki.co.jp/
http://www.t-hoshino.co.jp/
http://www.hoshinogakki.co.jp/
https://www.hosco.co.jp/
http://www.hokko.com/
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入 :電線加工品, ワイヤーハーネス（中国, 台湾, 香港） 

進 :中国, 香港 

 

0751 株式会社堀田新五郎商店 
〒496-0875 津島市下新田町 5-123  

TEL : 0567-26-2412   FAX : 0567-24-7663 

資本金 : 500万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 1096年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋駅前支店  

          三菱ＵＦＪ銀行津島支店 

製 :太鼓（和太鼓） 

 

0752 布袋食糧株式会社 
〒483-8241 江南市五明町高砂 159  

TEL : 0587-55-1181   FAX : 0587-55-3384 

URL : http:/www.hotey.co.jp 

資本金 : 39,930万円   従業員数 : 36人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行江南支店 愛知銀行江南支店 

製 :小麦粉, パン, 麺類, 菓子 

出 :麺類, 小麦粉（米国, 香港, 英国, 中国） 

入 :小麦, 小麦粉（米国, カナダ, 豪州） 

ブ :よいことパン,昔ながらのきしめん  

 

0753 ホーユー株式会社 
〒461-8650 名古屋市東区徳川 1-501  

TEL : 052-935-9562   FAX : 052-935-9569 

URL : http:/www.hoyu.co.jp 

資本金 : 9,800万円   従業員数 : 930人 

設立年 : 1922年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

製 :毛染剤, 頭髪用調製品 

出 :毛染剤, 頭髪用調製品 

 （香港, 台湾, 韓国, シンガポール, 米国, オランダ, 

  サウジアラビア, タイ, インドネシア, ブラジル,  

 コロンビア, 中国） 

入 :毛染剤原料, 毛染剤（香港, タイ, 米国, 中国） 

ブ :BIGEN,CIELO  

進 :中国, タイ, 米国, オランダ, インドネシア,  

 シンガポール, マレーシア, 台湾, ブラジル, 韓国 

   【2017年度調査回答】 

 

0754 ホリベマシナリー株式会社 
〒451-0014 名古屋市西区又穂町 2-11  

TEL : 052-521-2346   FAX : 052-531-7246 

URL : http:/www.horibe-net.com 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 80人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :大垣共立銀行黒川支店  

          三菱ＵＦＪ銀行黒川支店 

製 :ＮＣ旋盤, ＮＣ専用機 

出 :ＮＣ旋盤, ＮＣ専用機 

 （東南アジア諸国, 中国, 米国, 韓国, インド,  

 フランス, トルコ, メキシコ, スペイン, ブラジル） 

進 :米国 

 

0755 ポリマーエンジニアリング株式会社 
〒444-0802 岡崎市美合町京ヶ峰 55-28  

TEL : 0564-42-7210   FAX : 0564-42-7214 

URL : http:/www.pec-eng.co.jp 

資本金 : 9,660万円   従業員数 : 31人 

設立年 : 1969年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋法人支店  

          碧海信用金庫竜美丘支店 

製 :注型装置（ゴム・プラスチック・ＣＦＲＰ用）,  

 産業用生産設備機械 

出 :注型装置（ゴム・プラスチック・ＣＦＲＰ用）,  

 産業用生産設備機械（米国, 中国, インド, タイ,  

 インドネシア, 台湾, フィリピン, ベトナム, ロシア,  

 ブラジル, 南アフリカ共和国） 

入 :ポンプ, 高圧用ホース, バルブ（ドイツ, 米国） 

ブ :PEC  

 

 

0756 本州衣料株式会社 
〒452-0805 名古屋市西区市場木町 485  

TEL : 052-501-1141   FAX : 052-501-4411 

URL : http:/www.honshu-iryo.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 27人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小田井支店 愛知銀行山田支店 

卸 :作業服, 事務服 

出 :繊維生地, 衣類小物（中国） 

入 :作業服, 事務服（中国） 

ブ :JATEXEL,SPOKESMAN  

進 :中国 

 

0757 本多金属工業株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄 3丁目 32-22  

TEL : 052-251-4811   FAX : 052-262-7204 

URL : http:/www.hondalex.co.jp 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 426人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店  

製 :アルミニウム棒及び形材 

出 :製造設備用機材（ベトナム） 

入 :アルミニウム棒及び形材, アルミ製品（ベトナム） 

進 :ベトナム 

 

0758 本多電子株式会社 
〒441-3193 豊橋市大岩町小山塚 20  

TEL : 0532-41-2511   FAX : 0532-41-2093 

URL : http://www.honda-el.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 190人(11人) 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店 みずほ銀行豊橋支店 

製 :魚群探知機, 音響測深機, 超音波洗浄機,  

    超音波溶接機, 医療診断用機器, 探傷映像装置,  

    圧電セラミクス 

出 :魚群探知機, 音響測深機, 医療診断用機器,  

 超音波洗浄機, 超音波溶接機, 探傷映像装置,  

 圧電セラミクス（米国, 韓国, 台湾, タイ, フランス,  

 スペイン, ドイツ, カナダ, イタリア, ポーランド,  

 イラン, パキスタン, メキシコ, オランダ, ベトナム,  

 シリア, ブラジル, 豪州, ペルー, インド） 

入 :電子部品, 機構部品, 加工品 

 （米国, 台湾, 韓国, 中国, タイ） 

ブ :HONDEX  

進 :タイ 

 

0759 本多プラス株式会社 
〒441-1306 新城市川路字夜燈 23-2  

TEL : 0536-23-1351   FAX : 0536-23-1088 

URL : http:/www.hondaplus.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 336人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新城支店  

          豊橋信用金庫新城支店

http://www.hotey.co.jp/
http://www.hoyu.co.jp/
http://www.horibe-net.com/
http://www.pec-eng.co.jp/
http://www.honshu-iryo.co.jp/
http://www.hondalex.co.jp/
http://www.honda-el.co.jp/
http://www.hondaplus.co.jp/
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製 :プラスチック吹込成形品, プラスチック成形用金型,  

 プラスチック射出成形品 

出 :プラスチック成形品, プラスチック射出成形品, 樹脂 

 （韓国, 中国, 台湾, ベトナム） 

入 :ブラシ, プラスチック射出成形品 

 （インドネシア, ドイツ, 中国） 

進 :ベトナム 

 

0760 株式会社マイセック 
〒480-0202 西春日井郡豊山町豊場字志水 80  

TEL : 0568-39-0831   FAX : 0568-39-0828 

URL : http:/www.misec.co.jp 

資本金 : 1,600万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 名古屋銀行浄心支店 

製 :ドラム缶用ヒーター, ホースヒーター,  

 気体加熱用ヒーター 

出 :ドラム缶用ヒーター, ホースヒーター,  

 気体加熱用ヒーター（中国, インドネシア, タイ,  

 トルコ, マレーシア, 英国, メキシコ） 

入 :ジャケットドラムヒーター（デンマーク, 英国） 

ブ :ﾎｰｽﾋｰﾀｰ armor  

 

0761 株式会社マイゾックス 
〒480-1111 長久手市山越 401  

TEL : 0561-64-2210   FAX : 0561-63-7770 

URL : http:/www.myzox.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 94人 

設立年 : 1959年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

          大垣共立銀行大曽根支店 

製 :測量機器, 土木用機器, 建築用機器,  

    レーザー測定機器 

出 :測量機器, 土木用機器, レーザー測定機器 

 （アジア諸国, 中東諸国, 欧州, 北米諸国,  

   中南米諸国, アフリカ諸国） 

入 :測量機器（中国, 台湾, 韓国, ドイツ, ベトナム） 

ブ :MYZOX  

 

0762 株式会社マイティミズタニ 
〒489-0071 瀬戸市暁町 3番地の 121  

TEL : 0561-48-1506   FAX : 0561-48-3163 

URL : http:/www.maity.co.jp 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :愛知銀行 瀬戸信用金庫 

製 :自動車用プレス金型 

出 :自動車用プレス金型（中国） 

入 :自動車用プレス金型（中国, 韓国） 

進 :中国, 韓国 

 

0763 株式会社マウンテック 
〒496-0025 津島市中一色町字神明 20  

TEL : 0567-32-1781   FAX : 0567-32-1778 

URL : https://moun-tec.com/company.html 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 32人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :名古屋銀行神守支店  

十六銀行美和支店 

製 :電気制御・配電盤, 製缶品, 機械装置架台, 建築金物 

出 :製缶品, 板金物（アジア諸国, 欧州, 米国） 

入 :鉄鋼（アジア諸国） 

 

 

0764 株式会社前田技研 
〒444-3595 岡崎市池金町字金山 76-4  

TEL : 0564-48-3584   FAX : 0564-48-6960 

URL : http:/www.maedauni.co.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :岡崎信用金庫美合支店  

製 :自動車部品用金型 

 

0765 株式会社前田シェルサービス 
〒444-3595 岡崎市池金町字金山 76-4  

TEL : 0564-48-2411   FAX : 0564-48-6500 

URL : http:/www.maedauni.co.jp 

資本金 : 4,996万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :岡崎信用金庫美合支店  

製 :圧縮空気用エアフィルター, ウレタン製品 

出 :圧縮空気用エアフィルター（韓国, 台湾, タイ） 

入 :圧縮空気用エアフィルター部品, 脱臭剤 

 （中国, 韓国, 台湾） 

 

0766 株式会社前田鉄工所 
〒454-0935 名古屋市中川区東起町 3-36-2  

TEL : 052-381-4095   FAX : 052-381-3961 

URL : http:/www.maedatekko.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :百五銀行当知支店 北陸銀行 

製 :トランスミッションギヤ, エンジン部品,  

    油圧機器部品 

出 :歯車, シャフト, 油圧機器部品 

    （ベトナム, マレーシア） 

 

0767 株式会社マキノ 
〒479-8623 常滑市大曽町 3-1  

TEL : 0569-36-0118   FAX : 0569-34-7639 

URL : http:/www.makino-co.co.jp 

資本金 : 115,421万円   従業員数 : 157人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行常滑支店  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :フィルタープレス, ダイアフラムポンプ, ボールミル, 

 スプレードライヤー, ジョークラッシャー,  

 ロールクラッシャー, 工場自動化(ＦＡ)機器,  

 乾燥機, 電池用積層機, 濾過機（液体用） 

出 :フィルタープレス, ダイアフラムポンプ, ボールミル, 

 スプレードライヤー, ジョークラッシャー,  

 ロールクラッシャー, 工場自動化(ＦＡ)機器,  

 水処理プラント, 電池用積層機（韓国, 台湾, 中国,  

 タイ, インドネシア, シンガポール, マレーシア,  

 ベルギー, 米国, フィリピン, ノルウェー,  

 ポーランド, フランス, トルコ） 

入 :窯業機械, 真空押出成形機（窯業用）, ローラーミル, 

 ボックスフィーダー, ミキサー, 乾燥機, 粉砕機 

 （ドイツ, トルコ, イタリア, タイ, 中国,  

 マレーシア, 米国） 

 

0768 有限会社牧野貿易商会 
〒456-0031 名古屋市熱田区神宮 2-1-8  

TEL : 052-265-5516   FAX : 052-681-5399 

URL : http://www.osrmakino.com 

資本金 : 520万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          愛知銀行名古屋駅前支店 

http://www.misec.co.jp/
http://www.myzox.co.jp/
http://www.maity.co.jp/
https://moun-tec.com/company.html
http://www.maedauni.co.jp/
http://www.maedauni.co.jp/
http://www.maedatekko.co.jp/
http://www.makino-co.co.jp/
http://www.osrmakino.com/
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卸 :中古タイヤ, 再生タイヤ 

出 :中古タイヤ, 再生用台タイヤ 

 （米国, オランダ, ウルグアイ, マレーシア,  

 英国, 韓国, グァテマラ） 

入 :バス・トラック用タイヤ, ストリップ（ゴム製） 

 （中国, 韓国, マレーシア） 

 

0769 株式会社マクシス エンジニアリング 
〒464-0827 名古屋市千種区田代本通 2丁目 13番地  

TEL : 052-734-8271   FAX : 052-752-8300 

URL : http:/www.maxis-inc.com 

資本金 : 7,000万円   従業員数 : 380人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :専用機, プラスチック成形用金型, ゴム成形用金型,  

 画像センサー, サーボプレス機, ロボット 

出 :専用機, プラスチック成形用金型, ゴム成形用金型,  

 画像センサー, サーボプレス機, ロボット 

入 :機械部品, 設計図及び図案, 金型（中国, タイ） 

ブ :3D ﾛﾎﾞｯﾄｱｲ  

進 :中国, タイ 

 

0770 昌富工業株式会社 
〒446-0045 安城市横山町寺田 4-1  

TEL : 0566-76-4196   FAX : 0566-75-1079 

URL : http:/www.masatomi.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 45人(8人) 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :岡崎信用金庫安城支店  

          三菱ＵＦＪ銀行安城支店 

製 :ホーニングチューブ, シリンダーチューブ,  

 ステンレスチューブ, ピストンロッド,  

 ステンレスセンターレスロッド 

入 :ホーニングチューブ, シリンダーチューブ,  

 ピストンロッド（韓国） 

ブ :MASATOMI  

 

0771 ＭＡＣＨＩＮＥＰＲＯ株式会社 
〒445-0004 西尾市西浅井町古切戸 56番地  

TEL : 0563-65-0125   FAX : 0563-65-0126 

URL : http:/www.machinepro.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 38人 

設立年 : 2002年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店  

          岡崎信用金庫福岡支店 

製 :治具, 溶接機, 切断機, 専用機, 圧入機, カシメ機,  

 リークテスター 

出 :自動車部品製造設備（米国, 中国, タイ, カナダ,  

    英国, インドネシア, ポーランド, ブラジル, トルコ） 

入 :金属加工部品（中国） 

進 :中国 

 

0772 株式会社 増 惣 
〒466-0053 名古屋市昭和区滝子町 13-5  

TEL : 052-871-2467   FAX : 052-872-1628 

URL : http:/www.masusoh.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店  

製 :織ネーム, ワッペン（繊維製）, タッグ,  

 ラベル（繊維製） 

出 :織ネーム, ワッペン（繊維製）, タッグ,  

 ラベル（繊維製）（香港, 中国） 

入 :織ネーム, ワッペン（繊維製）, タッグ,  

 ラベル（繊維製）（香港, 中国） 

ブ :ﾊｰﾄに満足,ﾊｰﾄﾌﾙ研究所  

進 :香港, 中国 

 

0773 マスプロ電工株式会社 
〒470-0194 日進市浅田町上納 80  

TEL : 052-802-2211   FAX : 052-802-2200 

URL : http://www.maspro.co.jp 

資本金 : 100,000万円   従業員数 : 494人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行平針支店 

製 :衛星放送受信機, ＣＡＴＶシステム機器,  

 ＴＶ受信関連機器, ＴＶアンテナ,  

 インターネット関連機器, ＲＦＩＤソリューション 

出 :衛星放送受信機, ＣＡＴＶシステム機器, ＴＶアンテナ, 

 ＴＶ受信関連機器（東南アジア諸国, 中南米諸国） 

入 :ＣＡＴＶシステム機器,  

 ＣＡＴＶインターネット関連機器, ＴＶ受信関連機器, 

  ＴＶアンテナ（台湾, 中国, タイ, ベトナム,） 

ブ :MASPRO  

進 :ベトナム 

 

0774 松井本和蝋燭工房 
〒444-0034 岡崎市十王町 2-33  

TEL : 0564-21-4207   FAX : 0564-21-4207 

URL:http://www.mis.ne.jp/~matsui-1/ 

 http:/www.matsuirousoku.com 

従業員数 : 4人 

設立年 : 1907年 

取引銀行 :名古屋銀行岡崎支店 岡崎信用金庫本店 

製 :和蝋燭, 絵蝋燭, 墨絵蝋燭, クリスタル絵蝋燭,  

    和燭台 

ブ :松井本和蝋燭,絵蝋燭、墨絵蝋燭  

 

0775 株式会社 松 岡 
〒453-0011 名古屋市中村区千原町 2-45  

TEL : 052-443-8011   FAX : 052-443-8041 

URL : http:/www.web-matsuoka.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 15人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          中京銀行大治支店 

卸 :菓子, 食料品, 冷凍食品 

出 :菓子, 食料品, 冷凍食品 

 （香港, 中国, 台湾, シンガポール, 韓国, 米国） 

入 :クッキー, ビスケット, パイ, クラッカー, 栗,  

    米菓子（中国, 韓国, インドネシア, ベトナム） 

ブ :自然派良品,自然派倶楽部  

 

0776 松永種苗株式会社 
〒483-8212 江南市古知野町瑞穂 3  

TEL : 0587-54-5151   FAX : 0587-54-5158 

URL : http:/www.msk-net.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :みずほ銀行一宮支店 三菱ＵＦＪ銀行江南支店 

卸 :野菜種子, 草花の種, 野菜苗 

出 :野菜種子（中国, 韓国, スペイン） 

入 :野菜種子, 草花の種, 野菜苗（韓国, 中国, 米国,  

 イタリア, オランダ, デンマーク, タイ, チリ） 

ブ :紅くるり大根 

 

http://www.maxis-inc.com/
http://www.masatomi.co.jp/
http://www.machinepro.co.jp/
http://www.masusoh.co.jp/
http://www.maspro.co.jp/
http://www.mis.ne.jp/~matsui-1/
http://www.matsuirousoku.com/
http://www.web-matsuoka.co.jp/
http://www.msk-net.co.jp/
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0777 株式会社マツモト 
〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目 12番 12号  

            アーク栄白川パークビル 4F 

TEL : 052-221-7345   FAX : 052-201-5690 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

          百十四銀行名古屋支店 

卸 :ハンドバッグ, 鞄類, 雑貨 

入 :ハンドバッグ, 鞄類, 雑貨（香港, 中国, 韓国） 

ブ :ｷｰﾌｧｲ･ﾉｲ,ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ  

 

0778 株式会社松本工業 
〒455-0801 名古屋市港区小碓 1-44  

TEL : 052-384-1731   FAX : 052-384-1732 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 16人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :愛知銀行当知支店 

         三菱ＵＦＪ銀行名古屋港支店 

製 :総合設備工事, 産業機械 

出 :総合設備工事, 産業機械 

 （中国, 米国, タイ, インドネシア） 

ブ :ジェネフレッシュ  

進 :中国 

 

0779 松山製菓株式会社 
〒451-0025 名古屋市西区上名古屋 1-2-12  

TEL : 052-532-3118   FAX : 052-532-3116 

URL : http://www.mycf.com 

資本金 : 3,200万円   従業員数 : 48人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          名古屋銀行浄心支店 

製 :キャンディ, 菓子, 粉末ジュース, スナック菓子 

出 :粉末ジュース, スナック菓子 

 （香港, 中国, シンガポール, インドネシア,  

 タイ, マレーシア） 

入 :とうもろこしの実, キャンディ, パーム油, 菓子原料 

 （オランダ, インドネシア, マレーシア, スペイン） 

ブ :ﾃｷｻｽｺｰﾝ,ﾊﾟﾝﾁｺｰﾗ  

進 :インドネシア, アラブ首長国連邦 

 

0780 株式会社マリモ（マリモ名西） 
〒497-0013 あま市七宝町川部出屋敷 60  

TEL : 052-445-1260   FAX : 052-445-1263 

URL : http://marimosocks.com 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 27人(16人) 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :瀬戸信用金庫押切支店 商工中金名古屋支店 

卸 :靴下類, 手袋（繊維）, 帽子, パンティストッキング, 

 タイツ, タオル, 繊維雑貨 

入 :靴下類（中国） 

ブ :ﾚｼﾞｰﾇ,ちびﾄﾞﾚﾝ  

 

0781 株式会社マルイチ 
〒489-0003 瀬戸市穴田町 975  

TEL : 0561-48-3121   FAX : 0561-48-3128 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店  

          瀬戸信用金庫十三橋支店 

製 :段ボール箱・ケース, プラスチック段ボール, 板紙 

出 :プレプリントライナー, 段ボール用ライナー,  

 段ボール用中芯（マレーシア, 中国） 

入 :クラフト紙・板紙, 段ボール用中芯, ＰＰベルト,  

 エッジプロテクター（タイ, 米国, 台湾, インドネシア, 

 マレーシア, 韓国） 

進 :マレーシア, 中国, タイ, ミャンマー 

 

0782 丸川製菓株式会社 
〒451-8571 名古屋市西区新道 1-9-9  

TEL : 052-586-6051   FAX : 052-586-6054 

URL : http:/www.marukawagum.com 

資本金 : 7,500万円   従業員数 : 122人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

          みずほ銀行名古屋駅前支店 

製 :風船ガム 

出 :風船ガム（韓国, 台湾, 香港, パキスタン,  

 アラブ首長国連邦, サウジアラビア, ロシア, 米国,  

 豪州, カナダ, 南太平洋諸島, ヨルダン, ブラジル） 

ブ :MARUKAWA,FUSEN  

 

0783 株式会社丸五製綱所 
〒443-0104 蒲郡市形原町東中畑 29  

TEL : 0533-57-3157   FAX : 0533-57-1637 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋支店 蒲郡信用金庫形原支店 

製 :ロープ, スポーツ用ネット 

ブ :ﾏｾﾞﾗﾝﾛｰﾌﾟ,ｺﾞﾙﾏｯｸ  

 

0784 株式会社マルサン木型製作所 
〒447-0041 碧南市緑町 1-111  

TEL : 0566-41-3381   FAX : 0566-48-2623 

URL : http:/www.marusank.com 

資本金 : 22,520万円   従業員数 : 80人(20人) 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :西尾信用金庫碧南支店  

          三菱ＵＦＪ銀行碧南支店 

製 :鋳造用木型, 自動車向け試作アルミ鋳造品,  

 アルミダイカスト 

入 :アルミ鋳物（ベトナム） 

進 :ベトナム 

 

0785 株式会社丸三金属 
〒446-0006 安城市浜屋町屋敷山 25  

TEL : 0566-97-9315   FAX : 0566-97-0271 

資本金 : 1,600万円   従業員数 : 115人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行安城支店  

          碧海信用金庫今村支店 

製 :自動車用金属及び樹脂部品, 建築用金属及び樹脂 

出 :フィルム半加工品（カンボジア） 

入 :建築用金属及び樹脂（中国, カンボジア） 

ブ :ARAF ﾌｨﾙﾑｲﾝｻｰﾄﾊﾟﾈﾙ  

 

0786 マルシン商事株式会社 
〒454-0981 名古屋市中川区吉津 2-610  

TEL : 052-431-9911   FAX : 052-431-9913 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :岐阜信用金庫中村公園支店  

          瀬戸信用金庫中村支店 

卸 :栗, レンコン（塩蔵）, レンコン（水煮）, 人参（塩蔵）, 

  冷凍いか, 冷凍キムチ 

入 :栗, レンコン（塩蔵）, レンコン（水煮）, 人参（塩蔵）,  

 冷凍キムチ, 冷凍いか（中国, ペルー）

http://www.mycf.com/
http://marimosocks.com/
http://www.marukawagum.com/
http://www.marusank.com/
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0787 丸壽陶器有限会社 
〒462-0805 名古屋市北区八龍町 1-25  

TEL : 052-911-0431   FAX : 052-911-0434 

資本金 : 300万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1892年 

取引銀行 :名古屋銀行大曽根支店 

 中京銀行大曽根支店 

製 :ティーカップ＆ソーサー（陶磁器製）,  

 コーヒーカップ＆ソーサー（陶磁器製）,  

 食卓用品（陶磁器製）, 陶磁器ノベルティ,  

 置物（陶磁器製） 

出 :ティーカップ＆ソーサー（陶磁器製）,  

 コーヒーカップ＆ソーサー（陶磁器製）,  

 食卓用品（陶磁器製）, 陶磁器ノベルティ,  

 置物（陶磁器製） 

 （台湾, 香港, シンガポール, 中東諸国, 米国, 韓国） 

入 :食卓用品（陶磁器製）, 家具, 雑貨 

 （中国, タイ, ベトナム, インド, 香港） 

ブ :MTK NORITEX  

 

0788 丸菱工業株式会社 
〒485-8505 小牧市本庄 1251-3  

TEL : 0568-79-9511   FAX : 0568-79-9251 

URL : http:/www.marubishi-industry.co.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 250人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

          十六銀行小牧支店 

製 :自動車用シートカバー（繊維） 

出 :自動車用シート部品, シートファスナー 

 （ベトナム, 中国） 

入 :自動車用シートカバー（繊維）（ベトナム, 中国） 

進 :ベトナム 

 

0789 株式会社 丸 政 
〒457-0064 名古屋市南区星崎 2-101  

TEL : 052-823-2188   FAX : 052-822-6661 

URL : http://www.marumasa.org 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 80人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :商工組合中央金庫名古屋支店  

          名古屋銀行鳴尾支店 

卸 :建築省力機器, 園芸用品, ＤＩＹ用品, 事務機器 

入 :ＤＩＹ用品, 園芸用品（中国, 台湾, 韓国） 

   【2017年度調査回答】 

 

0790 有限会社マルマツトレーディング 
〒466-0027 名古屋市昭和区阿由知通 1丁目 17番 1  

TEL : 052-731-9701   FAX : 052-731-9519 

URL : http://www.marumatsu-t.co.jp 

資本金 : 500万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1994年 

取引銀行 :名古屋銀行桜山支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

出 :段ボール函製造機械, プラスチック加工機械 

 （東南アジア諸国, 米国, 豪州, ニュージーランド, 

 スペイン, スイス, アルゼンチン） 

入 :段ボール函製造機械（韓国, 台湾, マレーシア, 米国） 

 

0791 株式会社丸松製作所 
〒475-0021 半田市州の崎町 2-90  

TEL : 0569-29-3181   FAX : 0569-29-6311 

URL : http:/www.marumatu.ne.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1954年 

取引銀行 :名古屋銀行東郊通支店  

          三菱ＵＦＪ銀行滝子支店 

製 :段ボール函製造機械, プラスチック段ボール製造機械 

出 :段ボール函製造機械（東南アジア諸国, 米国, 豪州,  

 ニュージーランド, 英国） 

ブ :ｺﾛﾝﾌﾞｽ,ﾎﾞﾄﾑｽﾞ  

 

0792 株式会社マルマン 
〒495-0024 稲沢市祖父江町野田堤並 74  

TEL : 0587-97-7461   FAX : 0587-97-7462 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1983年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

          名古屋銀行津島支店 

卸 :中古建設機械, 発電機, 溶接機, コンプレッサー,  

 フォークリフト, トラクター,  

 フォークリフト用タイヤ, マット, ジャッキ,  

 自動車用シートカバー（繊維）, 輪止め 

出 :中古建設機械, 発電機, 溶接機, フォークリフト,  

 中古自動車, 中古トラック（マレーシア, スリランカ, 

 フィリピン, シンガポール, ミャンマー, 米国,  

 イタリア, 英国, 豪州, ベトナム, バングラデシュ, 

 ギリシア, エジプト） 

入 :フォークリフト用タイヤ, フォークリフト用椅子,  

 建設機械用タイヤ, トラクター用タイヤ（中国, タイ） 

ブ :ﾏﾙｺﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｰﾄ,ﾏﾙｺﾌﾟﾚｽ機 TP120  

 

0793 丸美産業株式会社 
〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通 3-21  

TEL : 0567-55-0161   FAX : 0567-55-1606 

URL : http://www.marumi.com 

資本金 : 22,000万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

          大垣共立銀行尾頭橋支店 

卸 :木材, 建築資材, 住宅 

出 :木材（中国） 

入 :木材, 建築資材, 住宅, 原木, 製材品, 集成材, 建具 

 （米国, カナダ, インドネシア, ドイツ,  

フィンランド, マレーシア, 中国, ニュージーランド） 

ブ :ﾌﾟﾗｾｼｵﾝ  

進 :カナダ, 中国 

 

0794 株式会社まるや八丁味噌 
〒444-0923 岡崎市八帖町往還通 52  

TEL : 0564-22-0222   FAX : 0564-23-0172 

URL : http:/www.8miso.co.jp 

資本金 : 1,650万円   従業員数 : 46人 

設立年 : 1931年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店 岡崎信用金庫本店 

製 :八丁味噌, 赤出し味噌, みそだれ 

出 :八丁味噌, 赤出し味噌, みそだれ 

 （米国, 英国, ドイツ, フランス, タイ, 香港） 

ブ :MARUYA,HATCHO MISO  

 

0795 有限会社丸よ小泉商店 
〒479-0838 常滑市鯉江本町 5-55  

TEL : 0569-34-5611   FAX : 0569-34-5615 

URL : http:/t-pot.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行常滑支店  

          みずほ銀行名古屋支店

http://www.marubishi-industry.co.jp/
http://www.marumasa.org/
http://www.marumatsu-t.co.jp/
http://www.marumatu.ne.jp/
http://www.marumi.com/
http://www.8miso.co.jp/
http://t-pot.jp/
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製 :茶器, 花器（陶磁器製） 

出 :茶器, 急須, 湯飲み, 花瓶（陶磁器製） 

 （中国, 米国, 欧州） 

入 :陶磁器製品（世界各国） 

ブ :頼鳳堂  

 

0796 株式会社ＭＡＲＵＷＡ 
〒488-0044 尾張旭市南本地ヶ原町三丁目 83番地  

TEL : 0561-51-0841   FAX : 0561-51-0845 

URL : https:/www.maruwa-g.com 

資本金 : 864,672万円   従業員数 : 292人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 

製 :電子部品用セラミックス, ＥＭＣ対策部品,  

 石英ガラス製品, 照明機器, ＬＥＤ照明器具 

進 :マレーシア, 台湾, 韓国, 米国, 中国, 英国 

 

0797 丸和貿易株式会社 
〒488-0824 尾張旭市西山町 1-10-21  

TEL : 052-773-2851   FAX : 052-772-7439 

URL : http:/www.maruwa-trade.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :十六銀行名東支店 愛知銀行猪子石支店 

卸 :ぬいぐるみ, 皮革製品, 雑貨 

入 :ぬいぐるみ, 皮革製品, 木製品, 玩具, ガラス製品,  

 綿及び綿織物, 園芸用品（中国, インド, フィリピン,  

 米国, 台湾, イタリア, ベトナム, タイ） 

ブ :EVERYDAY'S,pikinikule  

進 :中国 

 

0798 万能工業株式会社 
〒446-8522 安城市今本町 4-14-24  

TEL : 0566-97-8511   FAX : 0566-97-8516 

URL : http://www.mannoh.co.jp 

資本金 : 30,100万円   従業員数 : 430人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店 三菱ＵＦＪ銀行 

製 :自動車部品 

進 :タイ, インドネシア, インド 

 

0799 万 陽 株式会社 
〒494-0012 一宮市明地南茱之木 17  

TEL : 0586-69-1411   FAX : 0586-69-1622 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 11人 

設立年 : 1962年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店  

入 :洗上げ羊毛, 羊毛・繊獣毛の屑, カシミヤ,  

    洗化炭羊毛, 羊毛屑（英国, 豪州, ニュージーランド,  

    中国, 南アフリカ共和国） 

   【2017年度調査回答】 

 

0800 株式会社三河屋物産 
〒485-0016 小牧市間々原新田下新池 987番地  

TEL : 052-382-7551   FAX : 052-383-1320 

URL : http://mikawaya-bussan.com 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 251人 

設立年 : 2004年 

取引銀行 :名古屋銀行本店  

製 :食料品 

出 :食料品（台湾, 韓国, 米国, タイ, 香港） 

入 :食料品（メキシコ） 

ブ :壮謙,ﾛｰｸｽ本舗  

 

0801 株式会社 ミ キ 
〒467-0024 名古屋市瑞穂区春山町 5-19  

TEL : 052-861-1550   FAX : 052-861-1555 

URL : http:/www.miki-mosaic.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1984年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

卸 :内装用タイル（陶磁器製）, 外装用タイル（陶磁器製）, 

 ガラスタイル, タイル（天然石） 

出 :モザイクタイル, タイル用工具 

 （米国, カナダ, 欧州, 中東諸国, 中南米諸国, 豪州） 

入 :タイル（陶磁器製）, 石材, モザイクタイル,  

 ガラスタイル（中国, ブラジル, ベトナム） 

ブ :MIKI-MOSAICS,TRANSLUCENT  

 

0802 株式会社右田工芸 
〒459-8001 名古屋市緑区大高町寅新田 80-3  

TEL : 052-621-5651   FAX : 052-621-6623 

URL : https:/www.migita-kk.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1965年 

取引銀行 :岡崎信用金庫鳴海支店 

製 :彫金加工, 彫金プレート, キーホルダー, スプーン,  

 コンパクト, 陶磁器製品, 宝石箱（木製）,  

 額縁（彫金付）, 手鏡, ステッカー,  

 ステッカーマグネット 

出 :彫金加工, 彫金プレート, キーホルダー, スプーン,  

 コンパクト, 陶磁器製品, 宝石箱（木製）, ステッカー,  

 ステッカーマグネット, スタンドミラー, 爪切り 

 （米国, 欧州, アジア諸国, 韓国, 中東諸国,  

   南米諸国） 

入 :スタンドミラー（中国） 

ブ :NEW彫金ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾚｰﾄ  

 

0803 株式会社三品松菱 
〒470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字北山 158番地  

TEL : 0561-38-2541   FAX : 0561-38-2545 

URL : http:/www.mishina-matubishi.co.jp 

資本金 : 4,600万円   従業員数 : 43人 

設立年 : 1966年 

取引銀行 :岡崎信用金庫東郷支店 

 大垣共立銀行西山支店 

製 :磨き帯鋼, 酸洗鋼板, 焼鈍鋼板 

出 :磨き帯鋼, 酸洗鋼板, 焼鈍鋼板 

 （中国, タイ, アセアン諸国） 

入 :熱延鋼板,（中国, 台湾, 韓国, アセアン諸国） 

進 :タイ 

 

0804 株式会社美鈴工業 
〒485-0822 小牧市大字上末 969番地  

TEL : 0568-78-0710   FAX : 0568-47-2012 

URL : http:/www.misuzu-industry.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 300人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小牧支店  

          大垣共立銀行小牧支店 

製 :微細気泡発生装置, 散気管, セラミック製散気管,  

 セラミックフィルター 

出 :微細気泡発生装置, 散気管, セラミック製散気管,  

 セラミックフィルター 

 

0805 瑞穂商事株式会社 
〒460-0008 名古屋市中区栄 3-25-43  

TEL : 052-251-0821   FAX : 052-241-8152

https://www.maruwa-g.com/
http://www.maruwa-trade.co.jp/
http://www.mannoh.co.jp/
http://mikawaya-bussan.com/
http://www.miki-mosaic.com/
https://www.migita-kk.co.jp/
http://www.mishina-matubishi.co.jp/
http://www.misuzu-industry.co.jp/
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URL : http:/www.mizuhotrading.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 23人 

設立年 : 1941年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部 

卸 :時計（携帯用）, 時計（据置型）, 掛時計 

入 :時計（携帯用）, 時計（据置型）, 掛時計 

 （ドイツ, スイス） 

ブ :ROMIA,ALTHEA  

 

0806 株式会社瑞穂スプリング製作所 
〒458-0847 名古屋市緑区浦里 5-80  

TEL : 052-624-0491   FAX : 052-624-0493 

URL : http:/www.mizuho-spring.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

          りそな銀行赤門通支店 

製 :精密プレス部品, 精密線ばね, プレス金型 

出 :精密プレス部品, 精密線ばね, プレス金型 

 （マレーシア, 中国, ベトナム） 

入 :精密プレス部品, 精密線ばね（マレーシア, 中国） 

進 :マレーシア, 中国, ベトナム 

 

0807 株式会社三田村商店 
〒461-0012 名古屋市東区相生町 85  

TEL : 052-931-5564   FAX : 052-932-1798 

URL : https://www.mitamura.co.jp  

      http:/porcelainart-mitamura.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :東濃信用金庫名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店 

卸 :陶磁器用絵具, 金液, 印刷用機材, 印刷用資材,  

 窯業原料, 画筆, ガラス用絵具, ホーロー用絵具,  

 ホビー教材, 転写紙, 窯業炉 

出 :陶磁器用絵具, ガラス用絵具, 金液, 印刷用資材,  

 窯業原料, 画筆, 転写紙, ホビー教材 

 （米国, ブラジル, タイ, マレーシア, 中国,  

 スリランカ, フランス, ドイツ, イタリア） 

入 :陶磁器用絵具, ガラス用絵具, 金液, 窯業用絵付材料 

 （ドイツ, 英国, 米国, スイス, オランダ） 

ブ :MITAMURA  

 

0808 三井化学株式会社 名古屋工場 
〒457-8522 名古屋市南区丹後通 2-1  

TEL : 052-614-2111   FAX : 052-614-2191 

URL : http://group.mitsuichemicals.com 

資本金 : 12,520,558万円   従業員数 : 4,275人(183人) 

設立年 : 1997年 

取引銀行 :三井住友銀行本店営業部  

製 :フィルム（プラスチック製）, テープ（プラスチック製） 

出 :フィルム（プラスチック製）, テープ（プラスチック製）

 （中国, 米国, 台湾, 韓国, 欧州） 

進 :米国, ドイツ, シンガポール, タイ, インドネシア,  

 韓国, マレーシア, 中国, スイス, 台湾, メキシコ, 

 インド, ブラジル 

 

0809 三井物産株式会社 中部支社 
〒450-8677 名古屋市中村区名駅南一丁目 16番 21号  

TEL : 052-584-2034   FAX : 052-584-2065 

URL : http://www.mitsui.com/jp/ja 

資本金 : 34,148,164万円   従業員数 : 5,874人(89人) 

設立年 : 1947年 

卸 :総合商社 

出 :機械, 資材, 自動車（世界各国） 

入 :天然ガス, 石油製品, 機械, 資材, 食品原料,  

    非鉄金属 （世界各国） 

進 :世界各国 

 

0810 株式会社 Mizkan 
〒475-8585 半田市中村町 2-6  

TEL : 0569-24-5101   FAX : 0569-24-5004 

URL : http://www.mizkan.co.jp 

資本金 : 33,000万円   従業員数 : 1,413人 

設立年 : 1991年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :食酢, 調味料, 納豆 

出 :食品（世界各国） 

入 :食酢（イタリア） 

ブ :Mizkan,金のつぶ  

進 :米国, 英国, 中国, シンガポール, 台湾, 香港 

 

0811 ＭＩＣＳ化学株式会社 
〒470-0151 愛知郡東郷町諸輪北山 158-89  

TEL : 0561-39-1211   FAX : 0561-39-4781 

URL : http:/www.c-mics.com 

資本金 : 77,400万円   従業員数 : 106人(40人) 

設立年 : 1971年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行星ヶ丘支店 

製 :多層チューブフィルム 

ブ :ﾄﾘﾌﾟﾙﾅｲﾛﾝ  

 

0812 株式会社ミツトモ 
〒460-0008 名古屋市中区栄 1-22-16 ミナミ栄ビル 710 

TEL : 052-204-1661   FAX : 052-204-1664 

URL : http://www.mitsutomoltd.com 

資本金 : 7,500万円   従業員数 : 29人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行柳橋支店 

卸 :卵粉末製品, 乳製品, シリコーンベーキングトレー,  

 酵母 

出 :卵粉末製品, 酵母, シリコーンベーキングトレー 

 （シンガポール, ベトナム） 

入 :卵粉末製品, 冷凍卵製品, 乳糖, ホエイタンパク,  

 カゼイン, カゼイネート（ドイツ, デンマーク,  

 フランス, 米国, ベネズエラ, イスラエル, スペイン,  

 豪州, イタリア, 中国, インド） 

 

0813 三菱電機株式会社 稲沢製作所 
〒492-8682 稲沢市菱町 1 番地  

TEL : 0587-24-5681   FAX : 0587-24-5742 

URL : https://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/info/inazawa/index.html 

資本金 : 17,582,077万円   従業員数 : 34,561人 

設立年 : 1921年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 大垣共立銀行 

製 :エレベーター, エスカレーター,  

    セキュリティシステム, ビル管理システム 

出 :エレベーター, エスカレーター,  

    セキュリティシステム （アジア諸国, 中東諸国, 欧州,  

    北米諸国, 中南米諸国, アフリカ諸国） 

入 :エレベーター, エスカレーター（アジア諸国） 

進 :タイ, 中国, シンガポール, 香港, 米国,  

 アラブ首長国連邦, コロンビア, 韓国, 台湾,  

 メキシコ, インドネシア, オランダ, インド,  

 世界各国

http://www.mizuhotrading.co.jp/
http://www.mizuho-spring.co.jp/
https://www.mitamura.co.jp/
http://porcelainart-mitamura.com/
http://group.mitsuichemicals.com/
http://www.mitsui.com/jp/ja
http://www.mizkan.co.jp/
http://www.c-mics.com/
http://www.mitsutomoltd.com/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/info/inazawa/index.html
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0814 株式会社 MINEZAWA 
〒444-8588 岡崎市井田南町 4-5  

TEL : 0564-25-5000   FAX : 0564-25-5055 

URL : http:/www.minezawa.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 122人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店  

          岡崎信用金庫本町支店 

卸 :配線器具, 工具・道具類, 切削工具, 研磨原材料,  

 測定工具, 計測器, 電動工具, エア工具, 空圧機器,  

 油圧機器, 油圧工具, リフト（昇降機）, 貨物自動車, 

  コンベア, 自動倉庫, 電気自動車, 電気機器, 変速機,  

 小型機械, 工作機械, 溶接機, コンプレッサー,  

 環境保全機器, ねじ, 事務機器 

出 :機械, 工具, 工場用機材 

 （タイ, 中国, インドネシア, メキシコ） 

入 :金属加工部品, 治具（タイ, 中国, 台湾） 

進 :タイ, 中国, インドネシア, メキシコ 

 

0815 ミネムラ金型株式会社 
〒485-0084 小牧市入鹿出新田 732  

TEL : 0568-73-5033   FAX : 0568-77-7113 

URL : https://www.mold-mine.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :名古屋銀行小牧支店 大垣共立銀行田県支店 

製 :プレス金型 

出 :プレス金型 

 （北米諸国, 南米諸国, 東南アジア諸国, インド） 

 

0816 株式会社美ノ久 
〒491-0375 一宮市萩原町戸苅字本郷前 24-1  

TEL : 0586-69-0309   FAX : 0586-69-0311 

URL : http:/www.minokyu.co.jp 

資本金 : 4,800万円   従業員数 : 120人 

設立年 : 1960年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 

 十六銀行尾西支店 

製 :マスタード 

出 :マスタード（米国, タイ） 

入 :マスタードの種（カナダ） 

進 :カナダ 

 

0817 美濃窯業株式会社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-17-28  

TEL : 052-551-9221   FAX : 052-551-9231 

URL : http:/www.mino-ceramic.co.jp 

資本金 : 87,700万円   従業員数 : 258人 

設立年 : 1918年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋支店  

製 :窯業プラント, 工業窯炉, 耐火煉瓦, 不定形耐火物,  

 耐火物原料 

出 :窯業プラント, 工業窯炉, 耐火煉瓦, 不定形耐火物,  

 耐火物原料 

 （韓国, 中国, 台湾, フィリピン, タイ,  

   インドネシア, マレーシア, バングラデシュ,  

   イラン,トルコ） 

入 :窯業原料, 耐火物原料 

 （中国, 米国, メキシコ, 南アフリカ共和国） 

 

0818 株式会社ミノルトレイド 
〒463-0033 名古屋市守山区森孝東 2-109  

TEL : 052-771-8522   FAX : 052-776-9792 

URL : http://www.minoru-trade.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1989年 

取引銀行 :名古屋銀行藤が丘支店  

       三菱ＵＦＪ銀行藤ヶ丘支店 

卸 :ホテル用品, ギフト用品, 陶磁器製品, 傘 

出 :陶磁器製品, アクセサリー, レストラン用品, 雑貨 

 （中国, 台湾, 米国, カンボジア, ベトナム） 

入 :ホテル用品, ギフト用品, 陶磁器製品, 傘 

 （中国, 台湾, 香港, ベトナム, カンボジア） 

進 :中国 

 

0819 都商事株式会社 
〒484-0086 犬山市松本町 2-63  

TEL : 0568-62-3858   FAX : 0568-62-8737 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行犬山支店  

卸 :宝石、貴金属製品, 衣類, 鞄類 

入 :宝石、貴金属製品, 衣類, 鞄類 

 （香港, 韓国, イタリア, フランス） 

 

0820 宮崎精鋼株式会社 
〒454-8521 名古屋市中川区丸米町 1-1  

TEL : 052-361-2191   FAX : 052-361-3045 

URL : http://www.miyazaki-seiko.co.jp 

資本金 : 14,700万円   従業員数 : 276人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

          商工組合中央金庫名古屋支店 

製 :冷間鍛造用鋼線, 冷間圧造用鋼線, みがき棒鋼,  

 引抜鋼管, ファインスラグ 

出 :冷間鍛造用鋼線, 冷間圧造用鋼線, みがき棒鋼 

 （米国, ニーズ諸国, アジア諸国） 

入 :引き抜き機（ドイツ） 

進 :メキシコ 

 

0821 株式会社ミヤタコーポレーション 
〒451-8577 名古屋市西区那古野 2-18-4  

TEL : 052-563-3350   FAX : 052-563-3362 

URL : http://www.miyata-corp.co.jp/index.html 

資本金 : 15,900万円   従業員数 : 51人 

設立年 : 1908年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

          みずほ銀行名古屋支店 

卸 :化学工業薬品, プラスチック及び同製品 

出 :化学工業薬品, 接着剤, 印刷用インキ,  

 プラスチック及び同製品 

 （台湾, 中国, 香港, 韓国, ポルトガル, タイ） 

入 :塗料（ペイント）, 塗料原料, 化学品,  

 プラスチック及び同製品 

     （台湾, 中国, フランス, 韓国） 

進 :台湾 

 

0822 御幸毛織株式会社 
〒492-8570 名古屋市西区市場木町 390  

TEL : 052-509-1600   FAX : 052-509-1617 

URL : http://www.miyukikeori.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 330人 

設立年 : 1918年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋駅前支店  

          三菱ＵＦＪ銀行浄心支店 

製 :紳士服地（毛織物）, スーツ（紳士用） 

出 :紳士服地（毛織物）, スーツ（紳士用） 

 （中国, 韓国, 米国, 豪州）

http://www.minezawa.co.jp/
https://www.mold-mine.co.jp/
http://www.minokyu.co.jp/
http://www.mino-ceramic.co.jp/
http://www.minoru-trade.co.jp/
http://www.miyazaki-seiko.co.jp/
http://www.miyata-corp.co.jp/index.html
http://www.miyukikeori.co.jp/
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入 :紳士服地（毛織物）, スーツ（紳士用）, 紡績糸 

 （英国, イタリア, 中国） 

ブ :ﾐﾕｷﾃｯｸｽ  

 

0823 株式会社三輪商会 
〒460-0008 名古屋市中区栄 1-31-12  

            東カングランドマンション栄 518号 

TEL : 052-203-5150   FAX : 052-203-5308 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 4人 

設立年 : 1990年 

取引銀行 :岐阜信用金庫名古屋支店 

 中京銀行本店 

出 :ＤＣモーター, 電気機器部品, 電子部品,  

 シーズヒーター, ステップモーター,  

 タイミングベルト, サーモスタット,  

 ＤＣギアードモーター 

 （韓国, 台湾, 香港, 米国, 英国, 中国） 

   【2017年度調査回答】 

 

0824 株式会社ミワテック 
〒445-0003 西尾市西尾市東浅井町不毛 93  

TEL : 0563-52-2041   FAX : 0563-52-4566 

URL : https:/www.miwagroup.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1986年 

取引銀行 :名古屋銀行 西尾信用金庫 

製 :プラスチック製品 

 

0825 株式会社武藤商会 
〒451-0042 名古屋市西区那古野二丁目 22-21  

TEL : 052-571-2241   FAX : 052-581-1777 

URL : http://www.mutoushokai.co.jp 

資本金 : 2,500万円   従業員数 : 24人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          三菱ＵＦＪ銀行熱田支店 

卸 :電気絶縁材料, 合成樹脂, 電線, 粘着テープ,  

 包装資材, 工業薬品, 基板材料, 積層板,  

 プリント基板, ＬＥＤ照明器具, 検査機器 

出 :絶縁ワニス, ＬＥシート, 包装資材, 絶縁チューブ 

 （中国, ベトナム, タイ, 台湾） 

入 :モーター（中国） 

進 :中国 

 

0826 村上実業株式会社 名古屋営業所 
〒461-0003 名古屋市東区筒井 2-12-36  

TEL : 052-979-2680   FAX : 052-979-2755 

URL : http:/www.murakami-real.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 31人(13人) 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尼崎支店  

卸 :機械, 工具・道具類, 電気機器, 航空機部品 

出 :電気機器部品, 電気機器, 工具・道具類 

 （韓国, ベトナム, 米国） 

入 :航空機製作用工具, 航空機部品 

 （米国, フランス, ドイツ, 英国） 

進 :米国, フランス, 中国, 韓国 

 

0827 株式会社名管商会 
〒467-0064 名古屋市瑞穂区弥富通 1-6  

            宝新瑞橋ハイツ 201 

TEL : 052-832-0880   FAX : 052-848-6888 

URL : http:/www.meikans.net 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1981年 

取引銀行 :名古屋銀行堀田支店 

 三井住友銀行上前津支店 

卸 :鋼管, 鋼材 

出 :鉄鋼製品（中国, 韓国, 台湾） 

入 :鉄鋼製品（中国, 台湾, 韓国） 

 

0828 名機ゴム株式会社 
〒467-0868 名古屋市瑞穂区大喜新町 3-4-2  

TEL : 052-871-1661   FAX : 052-882-5787 

URL : http:/www.meiki-rubber.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          三菱ＵＦＪ銀行熱田支店 

製 :工業用ゴム製品, 樹脂成形品 

 

0829 名岐産業株式会社 
〒452-0835 名古屋市西区丸野 2-133  

TEL : 052-504-4711   FAX : 052-504-4718 

URL : http://www.meigi.jp 

資本金 : 3,774万円   従業員数 : 30人(15人) 

設立年 : 1979年 

取引銀行 :大垣共立銀行小田井支店  

          岐阜信用金庫名古屋支店 

卸 :油圧機器, 空圧機器, 省力化機械装置, 専用機,  

 産業機械, クーラント装置, 環境関連商品 

出 :空圧機器, 油圧ポンプ, 油圧弁, 電動バルブ,  

    機械部品 （韓国, 中国） 

入 :電子部品, 油圧機器, モーター（韓国, 台湾, 中国） 

ブ :豊興,ﾎﾞｯｼｭ･ﾚｯｸｽﾛｽ,HAWE  

進 :中国 

 

0830 株式会社名機製作所 
〒474-8666 大府市北崎町大根 2  

TEL : 0562-48-2111   FAX : 0562-47-2316 

URL : http://www.meiki-ss.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 180人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店  

          三井住友信託銀行名古屋営業部 

製 :プラスチック射出成形機, ゴム射出成形機, プレス機,  

 金型, 金型関連機器, 金型部品 

出 :プラスチック射出成形機, ゴム射出成形機, プレス機, 

  金型, 金型関連機器, 金型部品 

 （フィリピン, 香港, 米国, 韓国, タイ, マレーシア, 

    中国, 豪州, 台湾, シンガポール, インドネシア,  

   ベトナム, インド, ブラジル, メキシコ） 

入 :機械部品（中国, 台湾, 韓国, ベトナム） 

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0831 名興発條株式会社 
〒460-0021 名古屋市中区平和 1-8-10  

TEL : 0566-36-2367   FAX : 0566-36-2371 

URL : http:/www.meiko-sp.com 

資本金 : 4,500万円   従業員数 : 110人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :愛知銀行金山支店 

 名古屋銀行八熊支店 

製 :ばね, 金属プレス加工部品 

進 :中国 

 

https://www.miwagroup.jp/
http://www.mutoushokai.co.jp/
http://www.murakami-real.jp/
http://www.meikans.net/
http://www.meiki-rubber.co.jp/
http://www.meigi.jp/
http://www.meiki-ss.co.jp/
http://www.meiko-sp.com/
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0832 明治電機工業株式会社 
〒453-8580 名古屋市中村区亀島 2-13-8  

TEL : 052-451-7661   FAX : 052-451-7659 

URL : https://www.meijidenki.co.jp 

資本金 : 131,177万円   従業員数 : 499人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

卸 :制御機器, 産業機器, 計測機器, 電源機器, 実装機器 

出 :制御機器, 産業機器, 計測機器, 電源機器, 実装機器 

 （米国, 英国, 中国, タイ） 

入 :制御機器, 産業機器, 計測機器, 電源機器, 実装機器 

 （米国, 英国, 中国, タイ） 

進 :米国, 英国, 中国, タイ 

 

0833 名神工業株式会社 
〒452-0805 名古屋市西区市場木町 254-2  

TEL : 052-501-1054   FAX : 052-501-5628 

URL : http://www.meishin.info/ 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行黒川支店  

          大垣共立銀行黒川支店 

製 :金型, 金型部品 

出 :ダイカスト用金型, 金型部品 

 （タイ, ベトナム, 米国, 中国） 

入 :金型部品, 治工具（ベトナム） 

ブ :ECO COOLLING UNITS,ﾄﾙﾈｰﾄﾞ冷却部品  

進 :ベトナム 

 

0834 株式会社メイチュー 
〒462-8588 名古屋市北区彩紅橋通 1-1-14  

TEL : 052-911-2266   FAX : 052-914-4504 

URL : http:/www.meichu.co.jp 

資本金 : 1,515万円   従業員数 : 51人(2人) 

設立年 : 1987年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 百五銀行 

製 :ルツボ炉, アルミ溶解炉, 注湯ロボット,  

    鋳造用副資材, 省力化機械装置 

出 :アルミ溶解炉, 注湯ロボット（タイ, インドネシア,  

 ベトナム, 中国, 台湾, チェコ, ポルトガル, 米国, 

  メキシコ, シンガポール, フィリピン） 

入 :耐火物（米国, 中国） 

ブ :ﾎｰﾒﾙ炉(ｱﾙﾐ合金溶解炉)  

進 :中国, 台湾, タイ, インドネシア 

 

0835 株式会社メイトー 
〒464-0858 名古屋市千種区千種 3-7-14 早川ビル 

TEL : 052-733-9111   FAX : 052-733-2331 

URL : http:/www.meito-ngo.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 45人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

製 :調理用ガス加熱器, ガス湯沸器, 湯沸機（電気式） 

ブ :Meito,Heatech  

 

0836 株式会社メイドー 
〒471-0037 豊田市三軒町 4-5  

TEL : 0565-31-0330   FAX : 0565-31-2153 

URL : http:/www.meidoh.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 1,067人 

設立年 : 1924年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊田支店  

製 :ボルト, ナット, 冷間鍛造品 

出 :ボルト, ナット, 冷間鍛造品（米国, 中国, ドイツ,  

 タイ, インドネシア, インド, 南アフリカ共和国） 

進 :米国, 中国, ドイツ, インドネシア, タイ 

 

0837 名東化製株式会社 
〒464-0850 名古屋市千種区今池 5-6-11  

TEL : 052-731-1396   FAX : 052-741-0782 

URL : http:/www.meitokasei.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店 

 名古屋銀行今池支店 

卸 :化学品, バイオケミカル, 肥料, 微生物剤, 土壌改良剤 

入 :水処理薬品, 洗剤, 樹脂, 試薬, 土壌改良剤,  

 園芸用ケミカル, 環境修復資材, 造園用資材,  

 フィルター, 微生物剤, 吸水性樹脂, 肥料 

 （米国, カナダ, スウェーデン, アイルランド,  

 インド, イスラエル, 英国, 豪州, ドイツ, スペイン） 

   【2017年度調査回答】 

 

0838 名糖産業株式会社 
〒451-8520 名古屋市西区笹塚町 2-41  

TEL : 052-521-7111   FAX : 052-524-3738 

URL : http://www.meito-sangyo.co.jp 

資本金 : 131,325万円   従業員数 : 372人 

設立年 : 1945年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

製 :チョコレート, キャンディ, 粉末飲料, レンネット,  

 リパーゼ, デキストラン 

出 :レンネット, リパーゼ, デキストラン 

 （米国, 中南米諸国, 中東諸国, 欧州） 

ブ :MEITO RENNET  

 

0839 株式会社名南製作所 
〒474-8543 大府市梶田町 3-130  

TEL : 0562-47-2211   FAX : 0562-48-7300 

URL : http:/www.meinan.co.jp 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 110人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

製 :ベニヤコンポーザー, スカーフコンポーザー,  

 ベニヤロータリーレース, ベルトサンダー,  

 グリーンベニヤコンポーザー, ベニヤグレイダー 

出 :ベニヤコンポーザー, スカーフコンポーザー,  

ベニヤロータリーレース, ベルトサンダー,  

グリーンベニヤコンポーザー, ベニヤグレイダー 

（インドネシア, マレーシア, 台湾, 米国, フランス, 

ニュージーランド, 豪州, カナダ, タイ, 中国,  

ロシア, 韓国, チリ, エクアドル） 

ブ :ｱﾘｽﾄﾚｰｽ,ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾚｰｽ  

 

0840 株式会社名南精密製作所 
〒457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町 1丁目 38番地の 1  

TEL : 052-612-1321   FAX : 052-612-5454 

URL : http:/www.meinan-ss.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 780人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :大垣共立銀行内田橋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行内田橋支店 

製 :自動車部品, 建設機械部品, リモコン弁部品 

出 :自動車部品（米国, タイ, 中国） 

入 :自動車部品, リモコン弁部品（フィリピン, ベトナム） 

進 :フィリピン, ベトナム, タイ, 中国 

https://www.meijidenki.co.jp/
http://www.meishin.info/
http://www.meichu.co.jp/
http://www.meito-ngo.jp/
http://www.meidoh.co.jp/
http://www.meitokasei.co.jp/
http://www.meito-sangyo.co.jp/
http://www.meinan.co.jp/
http://www.meinan-ss.co.jp/
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0841 株式会社メイホー 
〒486-0812 春日井市大泉寺町字社下 76-1  

TEL : 0568-81-8996   FAX : 0568-84-0631 

資本金 : 4,194万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1955年 

取引銀行 :愛知銀行春日井支店  

          東濃信用金庫不二ケ丘支店 

製 :美容院用衣料, 理容院用衣料 

出 :美容院用衣料, 理容院用衣料（世界各国） 

入 :ナイロンタフタ防水加工生地, ポリエステル生地（台湾） 

ブ :しゃち印  

 

0842 名豊電機株式会社 
〒465-0034 名古屋市名東区高柳町 218  

TEL : 052-776-6431   FAX : 052-776-6535 

URL : http:/www.meiho-oa.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1975年 

取引銀行 :名古屋銀行藤が丘支店 

 大垣共立銀行西山支店 

卸 :電子部品, ワイヤーハーネス加工機, 発光ダイオード, 

 コネクター 

出 :コネクター（台湾, 英国, 米国） 

入 :電子部品, コネクター, 発光ダイオード 

 （米国, 韓国, 台湾, 中国, ドイツ, 英国） 

進 :台湾, 中国 

 

0843 メモリー株式会社 
〒470-2101 知多郡東浦町森岡上半之木 54-1  

TEL : 0562-83-3222   FAX : 0562-83-2228 

URL : http:/www.plaiaden.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1998年 

取引銀行 :三井住友銀行刈谷支店 

 知多信用金庫東浦支店 

卸 :ドッグフード, キャットフード 

入 :ドッグフード, キャットフード（ドイツ） 

ブ :ﾌﾟﾚｲｱｰﾃﾞﾝ  

進 :ドイツ 

 

0844 株式会社モリタ 
〒460-0013 名古屋市中区上前津 1-2-29  

TEL : 052-322-5511   FAX : 052-321-0676 

URL : http://www.morita-co.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 90人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三井住友銀行上前津支店  

          三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

卸 :精密測定機器, 試験機, 工作機械, 油圧機器,  

 空圧機器, 電子機器, 環境機器 

出 :精密測定機器, 試験機, 工作機械, 油圧機器,  

 空圧機器, 電子機器, 環境機器 

 （中国, インドネシア, ベトナム, ハンガリー） 

進 :中国, インドネシア, タイ 

 

0845 株式会社モリデンキ 
〒481-0045 北名古屋市中之郷神明 15  

TEL : 0568-24-0800   FAX : 0568-24-0600 

URL : http:/www.moridenki.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 37人 

設立年 : 2002年 

取引銀行 :十六銀行一宮南支店 

 愛知銀行小田井支店 

製 :電路資材 

出 :電路資材（タイ） 

入 :電路資材（中国） 

ブ :ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ  

進 :中国 

 

0846 森松株式会社 
〒457-0801 名古屋市南区丹後通 5-18  

TEL : 052-612-8831   FAX : 052-614-5678 

URL : http:/www.morimatsu.net 

資本金 : 7,200万円   従業員数 : 30人(5人) 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :中京銀行柴田支店 百五銀行港支店 

製 :事務用品, 文具, プラスチック製品, 家庭用品,  

 リサイクル用品, 再生プラスチック, シリコーン加工 

出 :プラスチック原材料, 事務・学用品（プラスチック製）, 

 文具, テーブルクロス（樹脂製）,  

 フィルム（プラスチック製）（中国, 米国） 

入 :文具, 事務用品, プラスチック製品, 不織布,  

 リサイクル用品, 雑貨, 手袋（プラスチック製） 

 （中国, 韓国, ベトナム） 

ブ :MORLIN,MORIMATSU  

進 :中国, 米国 

 

0847 森村商事株式会社 名古屋支社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-16-30 東海ビル 9F 

TEL : 052-541-2141   FAX : 052-541-2147 

URL : http://www.morimura.co.jp 

資本金 : 45,000万円   従業員数 : 268人(27人) 

設立年 : 1876年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

卸 :窯業原料, 樹脂 

出 :窯業原料, 窯業製品, 化成品, 金属材料（世界各国） 

入 :金属材料, 航空機材料, 窯業原料, 窯業製品, 化成品 

 （世界各国） 

進 :米国, オランダ, 中国, インド, シンガポール,  

 ベトナム, タイ 

 

0848 モリリン株式会社 名古屋支店 
〒460-8679 名古屋市中区錦 2-3-8  

TEL : 052-232-2595   FAX : 052-232-2486 

URL : http://www.moririn.co.jp 

資本金 : 135,000万円   従業員数 : 650人(147人) 

設立年 : 1903年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業本部  

          三井住友銀行名古屋法人営業第２部 

卸 :繊維製品, 寝具, インテリア用品, 産業資材用繊維糸 

出 :合繊織物, ニット糸, ゴルフウエア, 毛布, ミシン糸

 （中国, スペイン, ポルトガル, 韓国, インド,  

 ベトナム, ブラジル, ドイツ, フランス） 

入 :セーター, 紳士用シャツ, 紳士用下着、パジャマ類,  

 紳士用外衣, 寝具, インテリア用品, 綿糸, 綿織物,  

 糸, 繊維原料, 婦人用外衣, 婦人用下着、パジャマ類, 

 産業資材用繊維糸（中国, 韓国, インドネシア, タイ, 

  インド, 香港, オーストリア, ベトナム, ミャンマー,  

 バングラデシュ, イタリア） 

ブ :ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟｽﾎﾟｰﾂｳｪｱｰ,ﾐﾁｺﾛﾝﾄﾞﾝ  

進 :中国, ベトナム, タイ, インドネシア 

 

0849 株式会社ヤガミ 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-2-29  

TEL : 052-951-9251   FAX : 052-951-6454 

URL : http:/www.yagami-inc.co.jp 

資本金 : 787万円   従業員数 : 245人 

設立年 : 1966年

http://www.meiho-oa.jp/
http://www.plaiaden.com/
http://www.morita-co.co.jp/
http://www.moridenki.jp/
http://www.morimatsu.net/
http://www.morimura.co.jp/
http://www.moririn.co.jp/
http://www.yagami-inc.co.jp/
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取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行大津町支店  

卸 :理科用機器, 福祉機器, 救急資機材, 産業用ヒーター 

出 :救急資機材, 産業用ヒーター, 理科用機器 

 （中国, 韓国, 台湾, タイ） 

入 :産業用ヒーター, 理科用機器（ドイツ, 中国, 台湾） 

進 :中国 

 

0850 八木兵株式会社 
〒460-8602 名古屋市中区錦 2-3-16  

TEL : 052-201-8001   FAX : 052-212-0405 

URL : http:/www.yagihyo.co.jp 

資本金 : 6,400万円   従業員数 : 224人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

卸 :衣類及び衣類小物, 寝具, インテリア用品, 雑貨 

入 :衣類及び衣類小物, 寝具, インテリア用品, 雑貨 

 （アジア諸国） 

ブ :ROBINSON,ANSEL  

 

0851 株式会社ヤスヰ 
〒466-0052 名古屋市昭和区村雲町 17-23  

TEL : 052-871-8311   FAX : 052-871-9370 

URL : http:/www.y-nt.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 74人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :岡崎信用金庫滝子支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支社 

卸 :機械部品, 軸受, コンベア, 産業用ロボット,  

 電子部品, 伝導装置部品, 産業用生産設備機械 

出 :機械部品, 伝導装置部品 

 （中国, 韓国, 台湾, 香港, ベトナム, フィリピン） 

入 :機械部品（中国, 韓国） 

進 :中国, 韓国, 台湾 

 

0852 株式会社安江商会 
〒461-0005 名古屋市東区東桜二丁目 8-36  

TEL : 052-931-8688   FAX : 052-932-5308 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 17人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

          三菱ＵＦＪ銀行大津町支店 

卸 :自動車部品, ベアリング 

出 :自動車部品, ベアリング（東南アジア諸国） 

入 :鋳物製品, 鉄鋼製品, アルミ製品, 自動車部品,  

 自動車用オイル, ＡＴＦオイル, グリス 

 （中国, 韓国, 台湾, シンガポール） 

 

0853 株式会社ヤスダコーポレーション 
〒441-1231 豊川市一宮町上新切 413  

TEL : 0533-93-3500   FAX : 0533-93-6277 

URL : http:/www.yasuda-corporation.com 

資本金 : 1,300万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :名古屋銀行豊橋支店 

 豊橋信用金庫一宮支店 

小 :木工機械 

出 :木工機械（韓国, 中国, 台湾, インドネシア,  

 マレーシア, 米国） 

入 :木工機械部品（中国） 

ブ :ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾝﾄﾞﾃﾉｰﾅ,ｷﾞｬﾝｸﾞｶｯﾄｿｰ  

 

0854 株式会社ヤスフクセラミックス 
〒444-0838 岡崎市羽根西二丁目 1番地 11  

TEL : 0564-51-4648   FAX : 0564-53-1761 

URL : http:/ycera.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 39人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :名古屋銀行岡崎南支店  

          三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店 

製 :ファインセラミックス 

出 :ファインセラミックス（東南アジア諸国） 

 

0855 八ツ矢工業株式会社 
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-5-16  

TEL : 052-582-0331   FAX : 052-581-6036 

URL : http://www006.upp.so-net.ne.jp/yty 

資本金 : 1,600万円   従業員数 : 36人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :岡崎信用金庫名古屋支店  

          三菱ＵＦＪ銀行名古屋支店 

製 :清掃用品, ロープ加工品 

出 :たわし（東南アジア諸国, 米国） 

入 :箒又はブラシ用植物性材料（東南アジア諸国） 

ブ :八ツ矢印  

 

0856 株式会社八幡ねじ 
〒481-8555 北名古屋市山之腰天神東 18  

TEL : 0568-22-2629   FAX : 0568-25-0262 

URL : http:/www.yht.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 1,000人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋駅前支店  

          三菱ＵＦＪ銀行西春支店 

卸 :ボルト, ナット, ワッシャー, ねじ, 釘, 針金,  

 建築金物, 工具・道具類, パイプ（ステンレス製）,  

 家庭用金属雑貨 

出 :ボルト, ナット, ワッシャー（中国） 

入 :ボルト, ナット, 針金, 建築金物（台湾, 中国, 韓国,  

 マレーシア, タイ, 米国, ベトナム） 

ブ :YT ｼﾘｰｽﾞ  

進 :タイ, 中国, インドネシア, 台湾 

 

0857 株式会社山一ハガネ 
〒459-8007 名古屋市緑区大根山二丁目 146番地  

TEL : 052-624-2551   FAX : 052-624-2566 

URL : http:/www.yamaichi-hagane.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 190人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

卸 :特殊鋼, 非鉄金属, 線鋼材（鉄）, 帯鋼材（鉄）,  

 金型, 棒鋼材（鉄） 

出 :特殊鋼, 線鋼材（鉄）, 帯鋼材（鉄）, 金型, 棒鋼材（鉄）

 （タイ, 中国, 米国, インドネシア, ベトナム） 

入 :メッキ線, 精密金属加工部品, オイルテンパー線,  

 粉末金属, ３Ｄプリンター 

 （中国, インドネシア, タイ, 台湾, 韓国, フランス） 

進 :タイ, ベトナム 

 

0858 株式会社 山 勝 
〒454-0971 名古屋市中川区富田町千音寺東福正 4845  

TEL : 052-433-0010   FAX : 052-433-0013 

URL : http:/www.yamakatsu-net.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 35人 

設立年 : 1976年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行高畑支店  

          瀬戸信用金庫篠原橋支店 

卸 :自動車, 自動車部品 

http://www.yagihyo.co.jp/
http://www.y-nt.co.jp/
http://www.yasuda-corporation.com/
http://ycera.jp/
http://www006.upp.so-net.ne.jp/yty
http://www.yht.co.jp/
http://www.yamaichi-hagane.co.jp/
http://www.yamakatsu-net.com/
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出 :自動車（ニュージーランド, タンザニア, 豪州, ケニア,  

 ザンビア, ウガンダ, 南アフリカ共和国,  

 カリブ海諸国, 南米諸国, 香港, ミャンマー,  

 スリランカ, バングラデシュ） 

ブ :USED CAR NET  

 

0859 株式会社山上商店 
〒458-0924 名古屋市緑区有松 3573  

TEL : 052-623-2186   FAX : 052-623-2100 

URL : http:/www.cucuri-shibori.com 

資本金 : 500万円   従業員数 : 7人 

設立年 : 1926年 

取引銀行 :碧海信用金庫有松支店 

製 :絞り製品 

出 :織物, スカーフ, ストール（米国, 英国） 

入 :絞り生地, 絞り身辺小物, 絞りＴシャツ,  

    絞りブラウス（中国, インド, カンボジア） 

ブ :cucuri,絞り屋さん  

 

0860 ヤマキ電器株式会社 
〒489-0074 瀬戸市宮脇町 4  

TEL : 0561-82-2187   FAX : 0561-82-3475 

URL : http://www.ymkco.co.jp 

資本金 : 3,600万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店  

製 :高圧用磁器ブッシング, 茶道具 

出 :ステープル, 茶道具, 遠赤外線セラミックヒーター 

 （フィリピン, 中国） 

ブ :YMK  

 

0861 株式会社ヤマグチマイカ 
〒441-0106 豊川市美園 2-10-2  

TEL : 0533-72-2188   FAX : 0533-72-5157 

URL : http:/www.yamaguchi-mica.com 

資本金 : 4,760万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行豊橋支店  

          蒲郡信用金庫小坂井支店 

製 :雲母粉 

出 :雲母粉（米国, 東南アジア諸国, 韓国, 中東諸国） 

入 :雲母（インド, 中国） 

 

0862 株式会社ヤマコ 
〒446-0061 安城市新田町小山 119-1  

TEL : 0566-76-7611   FAX : 0566-76-7788 

URL : http:/www.yamako.net 

資本金 : 24,000万円   従業員数 : 582人 

設立年 : 1974年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店  

          三菱ＵＦＪ銀行安城支店 

製 :海苔 

出 :海苔, 海苔加工機械（中国, 韓国） 

入 :海苔（中国, 韓国） 

進 :シンガポール, 中国, 台湾, 韓国 

 

0863 ヤマザキマザック株式会社 
〒480-0197 丹羽郡大口町竹田 1-131  

TEL : 0587-95-1131   FAX : 0587-95-5128 

URL : http:/www.mazak.com 

資本金 : 200,000万円   従業員数 : 3,900人 

設立年 : 1919年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

製 :工作機械 

ブ :MAZAK  

進 :米国, 英国, ベルギー, ドイツ, フランス, イタリア, 

 シンガポール, 台湾, ブラジル, メキシコ, 中国,  

 インド, 韓国 

 

0864 山下機械株式会社 
〒456-0014 名古屋市熱田区中田町 8番 20号  

TEL : 052-682-2118   FAX : 052-682-2143 

URL : http:/yamashita-machinery.com 

資本金 : 9,000万円   従業員数 : 100人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行金山支店  

          三井住友銀行名古屋支店 

卸 :工作機械, 工具 

出 :工作機械, 工具 

 （タイ, 中国, 米国, インドネシア, ベトナム） 

入 :工作機械（台湾） 

ブ :ﾄﾞﾘﾙﾏﾁｯｸ,ﾛﾎﾞﾏﾁｯｸ  

進 :タイ, 中国, 米国 

 

0865 山 信 株式会社 
〒456-0014 名古屋市熱田区中田町 6-8  

TEL : 052-682-1376   FAX : 052-683-4462 

URL : http:/www.yamashin.ne.jp 

資本金 : 7,470万円   従業員数 : 228人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行金山支店 愛知銀行金山支店 

卸 :パイプ（鉄鋼製）, 管用継手（鉄鋼製）, バルブ,  

 住宅設備機器 

入 :フランジ（鉄鋼製）, 管用継手（鉄鋼製）, 配管資材,  

 梱包資材（中国, 米国） 

 

0866 株式会社ヤマシンオーナメント 
〒462-0847 名古屋市北区金城 3-12-27  

TEL : 052-911-8111   FAX : 052-911-3731 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行浄心支店  

          瀬戸信用金庫城見支店 

製 :セールスプロモーション製品, 包装資材, 日用品雑貨 

出 :セールスプロモーション製品, 包装資材, 日用品雑貨 

 （中国） 

入 :セールスプロモーション製品, 包装資材（中国） 

進 :中国 

 

0867 山清産業株式会社 
〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞 3-23-18  

TEL : 052-741-5600   FAX : 052-741-6710 

資本金 : 2,075万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1939年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店  

          三菱ＵＦＪ銀行上前津支店 

卸 :繊維機械部品, 工業用ゴム製品, 樹脂 

 

0868 山宗株式会社 
〒479-0833 常滑市北条 1-164  

TEL : 0569-34-6136   FAX : 0569-34-6123 

URL : http:/www.yamaso-st.co.jp 

資本金 : 3,800万円   従業員数 : 2人 

設立年 : 1948年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行常滑支店  

卸 :タイル（陶磁器製）, セメント系人造石 

入 :床タイル（陶磁器製）, セメント系人造石（米国, 英国） 

ブ :ｺﾃｰｼﾞｵｰｸ,ｶﾙﾁｬｰﾄﾞｽﾄｰﾝ 

http://www.cucuri-shibori.com/
http://www.ymkco.co.jp/
http://www.yamaguchi-mica.com/
http://www.yamako.net/
http://www.mazak.com/
http://yamashita-machinery.com/
http://www.yamashin.ne.jp/
http://www.yamaso-st.co.jp/
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0869 山田電機製造株式会社 
〒462-0804 名古屋市北区上飯田南町 5-45  

TEL : 052-911-0391   FAX : 052-916-2030 

URL : http:/www.yamada-electric.co.jp 

資本金 : 10,000万円   従業員数 : 180人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店  

          三井住友銀行名古屋駅前支店 

製 :モータープロテクター,  

 バイメタルディスクサーモスタット, 圧力スイッチ, 

 オーバーカレントリレー, ガバナスイッチ,  

 小型電気保安装置, フロートスイッチ 

出 :モータープロテクター,  

 バイメタルディスクサーモスタット, 圧力スイッチ 

 （台湾, 豪州, タイ, イタリア, 英国, マレーシア, 

  インドネシア, シンガポール, 米国, 中国, 韓国） 

入 :樹脂材料, 樹脂成形品, 電子基板アッセンブリー 

 （マレーシア, 中国） 

進 :マレーシア, 中国 

 

0870 株式会社山田ドビー 
〒494-0013 一宮市玉野下新田 35  

TEL : 0586-69-5551   FAX : 0586-69-5664 

URL : http://www.yamadadobby.co.jp 

資本金 : 7,000万円   従業員数 : 144人 

設立年 : 1919年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 

製 :プレス機 

出 :プレス機（アジア諸国, ＥＵ, ロシア, ブラジル,  

    米国, メキシコ） 

入 :機械部品（中国, タイ） 

ブ :YAMADA DOBBY  

進 :シンガポール, タイ, マレーシア, 中国, 韓国,  

 フランス, 米国, ドイツ, 台湾, インドネシア 

 

0871 ヤマハチケミカル株式会社 
〒443-0105 蒲郡市西浦町大知柄 54-4  

TEL : 0533-57-1651   FAX : 0533-57-9310 

URL : http:/www.yamahachi-chemical.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 27人 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :商工組合中央金庫豊橋支店  

          西尾信用金庫形原支店 

製 :インク浸透式スタンプ, インク浸透式印鑑, 浸透印材, 

 インキ, ペン部品 

出 :インク浸透式スタンプ, 浸透印材, インキ 

 （ポーランド, 香港, ドイツ, 中国, ロシア,  

   オーストリア, インド） 

入 :インク浸透式スタンプ部品, インキ（中国） 

ブ :SUN STAMPER,SUN9 ﾈｰﾑ  

進 :中国 

 

0872 山八歯材工業株式会社 
〒443-0105 蒲郡市西浦町大知柄 54-1  

TEL : 0533-57-7120   FAX : 0533-57-1764 

URL : http:/www.yamahachi-dental.co.jp 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 80人 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行蒲郡支店 

 静岡銀行豊橋支店 

製 :歯科材料, レジン歯, 歯科用合金 

出 :レジン歯, 歯科材料 

 （韓国, 台湾, インド, 南アフリカ共和国, 豪州,  

 カナダ, 欧州, 東南アジア諸国, ブラジル,  

 フィリピン, ロシア, 世界各国） 

入 :歯科用機器, 歯科用器具, 歯科材料, レジン歯 

 （米国, 台湾, マレーシア, 中国, ドイツ, イタリア, 

   スペイン） 

ブ :YAMAHACHI  

進 :中国 

 

0873 山増電機製陶株式会社 
〒489-0872 瀬戸市水無瀬町 191  

TEL : 0561-82-5320   FAX : 0561-82-4524 

URL : http://www.yamamasu.com/index.htm 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1947年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行瀬戸支店  

          瀬戸信用金庫十三橋支店 

製 :碍子, 耐酸煉瓦, 工業用陶磁器, 理化学用陶磁器製品 

 

0874 湯浅糸道工業株式会社 
〒468-0066 名古屋市天白区元八事 1-47  

TEL : 052-831-7281   FAX : 052-834-5105 

URL : http:/www.yuasa-yarnguide.co.jp 

資本金 : 9,360万円   従業員数 : 67人(6人) 

設立年 : 1963年 

取引銀行 :北陸銀行名古屋支店 

 三菱ＵＦＪ銀行八事支店 

製 :糸道, ヤーンカッター, 糸切れセンサー,  

 ボビンキャップ, 捻止め装置, テンション調整装置, 

  クリール部品 

出 :糸道, ヤーンカッター, ボビンキャップ, 捻止め装置,  

 テンション調整装置, クリール部品 

 （米国, 英国, 韓国, 中国, マレーシア, エジプト, 

  インド, パキスタン, シンガポール, インドネシア, 

  タイ, ドイツ, フランス, イタリア, トルコ, スイス,  

 スペイン, ロシア, ブラジル, ベトナム, 台湾,  

 フィリピン, バングラデシュ, ベルギー, オランダ,  

 ドミニカ共和国, ニュージーランド） 

入 :繊維機械部品（台湾） 

ブ :YARN GUIDE OF YUASA  

   【2017年度調査回答】 

 

0875 株式会社友愛玩具 
〒463-0036 名古屋市守山区向台 3-2107  

TEL : 052-774-7272   FAX : 052-775-8174 

URL : http:/www.you-and-i-toys.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1973年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 愛知銀行大曽根支店 

製 :クリスマスグッズ, ハロウイングッズ, 玩具, 雑貨,  

 ブロック玩具 

出 :ブロック玩具 

 （香港, 台湾, 韓国, スペイン, フランス, 豪州,  

 ベルギー） 

入 :クリスマスグッズ, ハロウイングッズ, 雑貨, 玩具,  

 ぬいぐるみ（韓国, 台湾, 香港, フィリピン, 中国,  

 インド, ベトナム） 

ブ :WINTER GATHER,YOU & I  

進 :中国 

 

0876 ＵＨＴ株式会社 
〒470-0162 愛知郡東郷町春木字下鏡田 446-268  

TEL : 0561-38-2101   FAX : 0561-38-2108 

URL : http:/www.uht.co.jp 

資本金 : 30,540万円   従業員数 : 105人 

設立年 : 1967年

http://www.yamada-electric.co.jp/
http://www.yamadadobby.co.jp/
http://www.yamahachi-chemical.com/
http://www.yamahachi-dental.co.jp/
http://www.yamamasu.com/index.htm
http://www.yuasa-yarnguide.co.jp/
http://www.you-and-i-toys.co.jp/
http://www.uht.co.jp/
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取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋営業部  

製 :エア工具, ＦＰＣ用穿孔機,  

 セラミックグリーンシート穿孔機, 切断機 

出 :エア工具, ＦＰＣ用穿孔機,  

 セラミックグリーンシート穿孔機, 切断機 

 （中国, 北米諸国, 韓国, 台湾, タイ, シンガポール, 

   インド, マレーシア, 欧州） 

ブ :UHT  

進 :中国 

 

0877 株式会社友縫機械 
〒451-0053 名古屋市西区枇杷島 5-3-1  

TEL : 052-522-6276   FAX : 052-531-9270 

URL : http:/www.yuhomac.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 12人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店  

製 :縫製用機器, 縫製自動機 

出 :紳士服, 婦人服, 紳士用シャツ, シャツ（婦人用） 

 （インド, ベトナム, 中国, トルコ, タイ,  

   スリランカ, インドネシア, ロシア, 米国, 豪州, 

   英国, カンボジア） 

ブ :YUHO  

 

0878 ユケン工業株式会社 
〒448-8511 刈谷市野田町場割 50  

TEL : 0566-21-7311   FAX : 0566-21-7381 

URL : http:/www.yuken-ind.co.jp 

資本金 : 9,600万円   従業員数 : 375人 

設立年 : 1951年 

取引銀行 :三井住友銀行刈谷支店 碧海信用金庫刈谷支店 

製 :金属表面処理剤,  

 ファインセラミックス成形用バインダー 

出 :金属表面処理剤,  

 ファインセラミックス成形用バインダー 

 （台湾, 韓国, 中国, 東南アジア諸国, 米国,  

   フランス, ドイツ, イタリア, インド, ブラジル,  

   メキシコ） 

入 :金属表面処理剤（米国, ドイツ, オランダ, スイス,  

 イタリア, フランス, インド, タイ） 

ブ :PAKUNA,METASU  

進 :米国, タイ, メキシコ, ドイツ 

 

0879 ユタカフーズ株式会社 
〒470-2508 知多郡武豊町字川脇 34-1  

TEL : 0569-72-1232   FAX : 0569-72-6618 

URL : http:/www.yutakafoods.co.jp 

資本金 : 116,000万円   従業員数 : 358人 

設立年 : 1919年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行武豊支店  

製 :蒲焼きのタレ, 醤油, だしの素, 液体調味料 

出 :蒲焼きのタレ（中国） 

ブ :ﾕﾀｶﾌｰｽﾞ  

 

0880 ユニオン産業株式会社 
〒444-0871 岡崎市大西 3丁目 13番地 12  

TEL : 0564-24-0643   FAX : 0564-24-0642 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎支店  

          碧海信用金庫岡崎支店 

卸 :リングブロアー, 機械部品, 真空ポンプ,  

 シリコンホース, ワイン, ターボファン 

入 :機械部品, リングブロアー, 真空ポンプ,  

 シリコンホース, ワイン（フランス, 台湾） 

ブ :UNION,HOHSING  

 

0881 株式会社横井機械工作所 
〒463-0002 名古屋市守山区中志段味大洞口 2720-1  

TEL : 052-736-0773   FAX : 052-736-0258 

URL : http:/www.yokoikikai.co.jp 

資本金 : 2,600万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1953年 

取引銀行 :みずほ銀行名古屋中央支店  

製 :ガスバーナー, オイルバーナー, 送風機,  

 バタフライダンパー 

ブ :HOPE  

 

0882 横山興業株式会社 
〒471-0016 豊田市千石町 1-11-1  

TEL : 0565-88-7010   FAX : 0565-88-7017 

URL : http://www.yokoyama-co.com 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 161人 

設立年 : 1957年 

取引銀行 :豊田信用金庫本店営業部  

          大垣共立銀行豊田支店 

製 :自動車部品 

出 :カクテルシェーカー 

 （中国, 香港, 台湾, シンガポール, 英国, ドイツ） 

ブ :Birdy  

進 :タイ 

 

0883 株式会社吉田ＳＫＴ 
〒451-0062 名古屋市西区花の木 1-12-20  

TEL : 052-524-5211   FAX : 052-524-5287 

URL : http:/www.y-skt.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 157人 

設立年 : 1950年 

取引銀行 :りそな銀行名古屋駅前支店  

製 :フッ素樹脂加工 

出 :フッ素樹脂加工（米国, 欧州, 東南アジア諸国） 

入 :フッ素樹脂塗料, ポリウレタン樹脂塗料,  

 フッ素樹脂製品（米国, 欧州, 香港, 台湾） 

ブ :TEFLON  

進 :香港, 中国 

 

0884 株式会社ヨシタケ 
〒467-0861 名古屋市瑞穂区二野町 7-3  

TEL : 0568-75-4432   FAX : 0568-75-4763 

URL : http:/www.yoshitake.co.jp 

資本金 : 190,867万円   従業員数 : 275人 

設立年 : 1944年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行堀田支店  

          大垣共立銀行高辻支店 

製 :バルブ, 減圧弁, 安全弁、逃がし弁, 電磁弁,  

 温度調節弁, スチームトラップ 

出 :バルブ, 減圧弁, 安全弁、逃がし弁, 電磁弁,  

 温度調節弁, スチームトラップ 

 （米国, ベルギー, フィリピン, 豪州, 韓国,  

 ニュージーランド, タイ, 中国, シンガポール,  

 マレーシア, インドネシア, パキスタン, スリランカ, 

 コロンビア, 南アフリカ共和国, ウルグアイ,  

 ベトナム, スペイン, アラブ首長国連邦,  

 バングラデシュ, トルコ, イラン, インド, エジプト, 

 モーリシャス） 

入 :バルブ（米国, タイ, ドイツ, ポーランド, 台湾） 

ブ :ﾖｼﾀｹ,Y'S  

進 :米国, タイ

http://www.yuhomac.com/
http://www.yuken-ind.co.jp/
http://www.yutakafoods.co.jp/
http://www.yokoikikai.co.jp/
http://www.yokoyama-co.com/
http://www.y-skt.co.jp/
http://www.yoshitake.co.jp/
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0885 株式会社吉見製作所 
〒474-0038 大府市森岡町八丁目 127番地  

TEL : 0562-48-3890   FAX : 0562-48-5641 

URL : https:/www.yoshimi-inc.co.jp 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 10人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :名古屋銀行大府支店 

 愛知銀行大府支店 

製 :釣り具, 医療器具 

出 :釣り具, 形状記憶合金（韓国, マレーシア, 中国, 米国） 

入 :釣り具, 形状記憶合金（マレーシア） 

ブ :YOSHIMI  

 

0886 有限会社ライフコーポレーション 
〒475-0836 半田市青山 4丁目 2番地の 1  

TEL : 0569-25-0385   FAX : 0569-25-0386 

URL : http:/www.life-co.jp 

資本金 : 700万円   従業員数 : 25人 

設立年 : 2005年 

取引銀行 :名古屋銀行半田支店  

出 :加工農産物（スリランカ） 

入 :紅茶（スリランカ） 

 

0887 株式会社ラクソー 
〒468-0041 名古屋市天白区中平一丁目 1901  

TEL : 052-838-8281   FAX : 052-838-8290 

URL : http:/www.luxo-hp.co.jp 

資本金 : 1,200万円   従業員数 : 9人 

設立年 : 1972年 

取引銀行 :愛知銀行中根支店 

卸 :帯鋸盤（金属用）, 帯鋸盤（窯業用） 

出 :帯鋸盤（金属用）, 帯鋸盤（窯業用） 

 （シンガポール, 香港, 中国, タイ, マレーシア,  

 インドネシア, 米国, メキシコ） 

入 :金属加工用機械刃物（米国, 台湾） 

ブ :LUXO  

 

0888 株式会社ラポール 
〒497-8545 あま市七宝町沖之島東流 13番地  

TEL : 052-443-8039   FAX : 052-443-8041 

URL : http:/www.web-matsuoka.co.jp 

資本金 : 6,500万円   従業員数 : 8人 

設立年 : 1986年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          中京銀行大治支店 

卸 :菓子, 食料品, 雑貨 

出 :菓子, 玩具菓子, 食料品 

 （韓国, 台湾, 香港, シンガポール, マレーシア,  

 中国, 米国） 

入 :菓子, 食料品 

 （タイ, インドネシア, ベトナム, マレーシア, 中国） 

ブ :自然派倶楽部,自然派良品,自然派応援倶楽部  

 

0889 理研産業株式会社 
〒460-0011 名古屋市中区大須 4-10-20  

TEL : 052-261-3511   FAX : 052-263-6000 

URL : http:/www.rikensangyo.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 317人 

設立年 : 1952年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行上前津支店  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

小 :補聴器 

入 :補聴器, 補聴器部品（スイス, ドイツ） 

 

0890 株式会社リボン 
〒485-0058 小牧市小木 1-48  

TEL : 0568-73-4788   FAX : 0568-73-4796 

URL : http:/www.ribon-jp.com 

資本金 : 2,700万円   従業員数 : 190人 

設立年 : 1970年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小田井支店  

          名古屋銀行小田井支店 

製 :キャンディ, ゼリー菓子, ドーナツ 

出 :キャンディ（台湾, 香港, 韓国, 米国） 

進 :中国 

   【2017年度調査回答】 

 

0891 菱輝金型工業株式会社 
〒491-0837 一宮市多加木 2-8-21  

TEL : 0586-71-6792   FAX : 0586-71-7629 

URL : http:/www.ryoki.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 139人 

設立年 : 1967年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行一宮支店 

 名古屋銀行一宮支店 

製 :航空宇宙向け治工具, 航空・宇宙関連機器部品,  

 自動車用プレス金型, 産業機器 

出 :航空宇宙向け治工具 

 （北米諸国, 欧州, 韓国, 中国, 台湾, ベトナム） 

進 :米国 

   【2017年度調査回答】 

 

0892 リョウセイ株式会社 
〒463-0048 名古屋市守山区小幡南 2-6-8  

TEL : 052-794-3211   FAX : 052-794-3202 

URL : http:/www.ryousei.com 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 40人 

設立年 : 1946年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行守山支店  

          岐阜信用金庫守山支店 

製 :産業用掃除機, 集塵機 

出 :産業用掃除機, 集塵機（中国, 韓国, タイ, 台湾,  

 シンガポール, インドネシア, ベトナム） 

入 :掃除機用部材（米国, 台湾） 

ブ :RYOUSEI  

 

0893 レイボルド株式会社 名古屋支店 
〒454-0823 名古屋市中川区富船町 5-1-10  

TEL : 052-352-5351   FAX : 052-352-5399 

URL : https://www.leybold-kk.com 

資本金 : 8,500万円   従業員数 : 70人(15人) 

設立年 : 1905年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

卸 :工作機械, 産業機械, 工業薬品 

出 :工作機械, 包装機械, 産業機械, 電子機器,  

 液晶製造装置, 工業薬品（韓国, 中国, タイ,  

 インドネシア, ベトナム, フィリピン） 

入 :工作機械, 産業機械, 包装機械, 工具, 表面処理装置, 

 工業薬品（ドイツ, 米国, スイス, イタリア） 

進 :ドイツ, 中国 

 

0894 ロイアル貿易株式会社 
〒461-0025 名古屋市東区徳川 2-3-16  

TEL : 052-937-6511   FAX : 052-937-6512 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 1956年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 

 愛知銀行大曽根支店

https://www.yoshimi-inc.co.jp/
http://www.life-co.jp/
http://www.luxo-hp.co.jp/
http://www.web-matsuoka.co.jp/
http://www.rikensangyo.co.jp/
http://www.ribon-jp.com/
http://www.ryoki.co.jp/
http://www.ryousei.com/
https://www.leybold-kk.com/
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出 :陶磁器製品, 家庭用品, 雑貨, 自動車部品 

 （北米諸国, 欧州, 豪州, 中国） 

入 :陶磁器製品, 冷凍食品, 木製品, タオル, ぬいぐるみ, 

 ちりめん製品, 園芸用品, 化学品, 溶剤,  

 化学工業薬品（中国, タイ, 香港, シンガポール） 

 

0895 六合エレメック株式会社 
〒461-8560 名古屋市東区白壁三丁目 18番 11号  

TEL : 052-931-5875   FAX : 052-932-8335 

URL : http://www.rokugo-g.co.jp 

資本金 : 8,000万円   従業員数 : 87人 

設立年 : 1958年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行東支店 りそな銀行名古屋支店 

卸 :モーター, 電子機器, 電子部品, 制御機器,  

 制御機器部品, 電機機材 

出 :電子機器, 電子部品（中国） 

入 :電子機器, 電子部品（中国） 

進 :中国 

 

0896 ロッキープラス株式会社 
〒463-0081 名古屋市守山区川宮町 190番地  

TEL : 052-794-1325   FAX : 052-791-2403 

URL : http:/www.rocky.ne.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 13人 

設立年 : 1980年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行滝子支店  

製 :ルーフラック 

出 :ルーフラック 

ブ :ROCKY  

   【2017年度調査回答】 

 

0897 有限会社ワイ・エス・トレーダース 
〒466-0027 名古屋市昭和区阿由知通 5-12 恵方ビル 

TEL : 052-852-5501   FAX : 052-852-5506 

資本金 : 300万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1982年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

出 :中古自動車部品, 中古エンジン, 中古自動車, 転写紙

 （豪州, アジア諸国, ナイジェリア, タンザニア,  

   中米諸国, ロシア） 

入 :産業車両用鉛蓄電池（中国） 

   【2017年度調査回答】 

 

0898 有限会社ＹＮＫ 
〒453-0812 名古屋市中村区西米野町 3-20  

TEL : 052-471-9137   FAX : 052-482-6244 

資本金 : 500万円   従業員数 : 5人 

設立年 : 2004年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行中村支店 名古屋銀行中村支店 

卸 :下着（婦人用）, 下着（紳士用） 

入 :繊維製品（中国, バングラデシュ, インドネシア） 

ブ :HEAT HEART  

 

0899 株式会社若松屋 
〒445-0012 西尾市下羽角町岩谷 56-1  

TEL : 0563-52-1331   FAX : 0563-52-3888 

URL : http://www.wakamatsuya.tv 

資本金 : 3,000万円   従業員数 : 50人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行岡崎駅前支店  

          岡崎信用金庫岡崎南支店 

卸 :花火, 玩具 

入 :花火, 玩具（中国, タイ, 台湾） 

0900 株式会社ワコウ 
〒497-0004 あま市七宝町桂北海道 2055  

TEL : 052-444-3000   FAX : 052-444-6011 

URL : https:/wako-clothing.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 20人 

設立年 : 1964年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行新名古屋駅前支店  

製 :理美容向けクロス＆ケープ, ケータリングエプロン,  

 衛生商品 

出 :理美容向けクロス＆ケープ, ケータリングエプロン,  

 衛生商品（米国, カナダ, 香港, スウェーデン, 豪州, 

 フランス） 

入 :合繊織物（台湾, 韓国） 

ブ :mighty cloth®apron,i-mesh®apron  

進 :台湾, 韓国, スウェーデン 

 

0901 ワシノ機工株式会社 
〒460-0012 名古屋市中区千代田 1-8-21  

TEL : 052-251-5551   FAX : 052-251-5555 

URL : http:/www.washino-kiko.co.jp 

資本金 : 5,000万円   従業員数 : 30人 

設立年 : 1890年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店  

          みずほ銀行名古屋中央支店 

卸 :工作機械, 治具, 工具, 計測器 

出 :工作機械, 治具, 工具（米国, アジア諸国） 

入 :機械部品, 工具, 計測器（米国, 欧州） 

 

0902 和田商行 
〒462-0052 名古屋市北区福徳町 4-43  

TEL : 052-916-3076   FAX : 052-916-3076 

URL : http://hp.nagoya-cci.or.jp/elevat 

従業員数 : 1人 

設立年 : 2002年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋中央支店  

          名古屋銀行浄心支店 

卸 :エレベーター部品, 窯業機械部品 

出 :窯業機械部品（タイ） 

入 :エレベーター部品（韓国, 中国, 台湾） 

 

0903 株式会社渡辺機械製作所 
〒472-0023 知立市西町宮後 66番地  

TEL : 0566-81-2345   FAX : 0566-83-5812 

URL : http://www.wmm.co.jp 

資本金 : 4,000万円   従業員数 : 130人 

設立年 : 1935年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行  

製 :省力化機械装置, 搬送機器, 自動組立機,  

    自動検査装置, アシストモーター 

出 :省力化機械装置, 搬送機器, 自動組立機,  

    自動検査装置, アシストモーター（中国, タイ, 米国） 

入 :機械部品（中国） 

ブ :ｱｼｽﾄﾓｰﾀｰ  

進 :中国, タイ, 米国 

 

0904 株式会社渡辺商店 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-19-29  

TEL : 052-211-3581   FAX : 052-202-1605 

URL : http:/www.subrosa.co.jp 

資本金 : 2,000万円   従業員数 : 200人 

設立年 : 1932年 

取引銀行 :北陸銀行名古屋支店 

 中京銀行本店 

製 :下着（婦人用）, 下着（紳士用）

http://www.rokugo-g.co.jp/
http://www.rocky.ne.jp/
http://www.wakamatsuya.tv/
https://wako-clothing.jp/
http://www.washino-kiko.co.jp/
http://hp.nagoya-cci.or.jp/elevat
http://www.wmm.co.jp/
http://www.subrosa.co.jp/
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出 :下着（婦人用）, 下着（紳士用）（中国, 台湾, 香港） 

入 :下着（婦人用）, 下着（紳士用）（中国, 韓国） 

ブ :ROSY,SUBROSA,ROSENECK  

 

0905 ワタナベフーマック株式会社 
〒454-8527 名古屋市中川区露橋 2-12-26  

TEL : 052-361-8511   FAX : 052-361-8490 

URL : http:/www.foodmach.co.jp 

資本金 : 4,950万円   従業員数 : 150人 

設立年 : 1938年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行尾頭橋支店  

          百十四銀行名古屋支店 

製 :ミートスライサー, ハムスライサー, ミンチシステム 

出 :ミートスライサー, ハムスライサー, ミンチシステム 

 （韓国, 台湾, 東南アジア諸国, 米国, 中国, カナダ, 

   メキシコ, 豪州, スペイン） 

入 :刃物類, 食肉加工機械, ハム・ソーセージ加工機械,  

 真空包装機（ドイツ, スペイン, イタリア, オランダ,  

 ベルギー, 中国） 

ブ :WATANABE  

進 :中国 

 

0906 株式会社ワールドエッチング 
〒491-0827 一宮市三ツ井 8-9-6  

TEL : 0586-76-7108   FAX : 0586-76-5551 

URL : http://www.world-g.com 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 70人 

設立年 : 1977年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行小田井支店  

製 :金属表面処理加工, 射出成形用金型のシボ付け 

出 :金属表面処理加工, 射出成形用金型のシボ付け 

    金型修理・メンテナンス 

進 :タイ, 中国, 韓国, シンガポール, マレーシア,  

 インドネシア, ベトナム, 台湾, インド, 米国,  

 フィリピン 

   【2017年度調査回答】 

 

0907 ワールド貿易株式会社 
〒490-1405 弥富市神戸 1-24  

TEL : 0567-52-0324   FAX : 0567-52-0444 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1968年 

取引銀行 :三井住友銀行名古屋支店  

卸 :ペット用品, ギフト用品, プレミアム商品, 造花,  

 光触媒加工造花, 人工樹木, 光触媒加工人工樹木 

出 :光触媒二酸化チタン溶液, 食料品, 畳, 伝統工芸品,  

 寒天（中国, 台湾, オランダ, フランス, スイス,  

 ポーランド, スウェーデン, ベトナム, シンガポール） 

入 :家庭用電気機器, 台所用品, ペット用品, 竹炭,  

 ギフト用品, 人工樹木, 造花（中国） 

 

0908 ワールド貿易株式会社 
〒444-0802 岡崎市美合町北屋敷 59-1  

TEL : 0564-58-6561   FAX : 0564-58-6562 

資本金 : 1,000万円   従業員数 : 3人 

設立年 : 1985年 

取引銀行 :名古屋銀行大樹寺支店 岡崎信用金庫本店 

卸 :建築資材, タイル（陶磁器製） 

出 :建築資材, 建築用機器, 日用品雑貨 

 （香港, シンガポール, 台湾, 豪州） 

入 :建築資材, 日用品雑貨（欧州, アジア諸国） 

 

 

 

0909 株式会社ワーロン 
〒453-0011 名古屋市中村区千原町 7-21  

TEL : 052-451-1456   FAX : 052-452-3662 

URL : http://www.warlon.co.jp 

資本金 : 6,000万円   従業員数 : 60人 

設立年 : 1949年 

取引銀行 :三菱ＵＦＪ銀行名古屋駅前支店  

          名古屋銀行枇杷島通支店 

製 :ワーロンシート, アクリワーロン 

出 :ワーロンシート, アクリワーロン 

 （台湾, 中国, 米国, オランダ） 

ブ :WARLON  
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