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1

APPLIED
MACHININ
G
CORPORATI
ON

www.applied-
machining.com
/

2010
年

- 300⼈
2014年/450万⽶ドル
2015年/820万⽶ドル
2016年/1050万⽶ドル

航空機・⾃動⾞・電気電⼦機器・
半導体関連機器・医療機器部品製
造業

機械部品（航空機⽤、⾃動⾞、バイ
ク⽤等）

＜来⽇⽬的︓OEM製造受託・合弁会社の設⽴・共同研究＆技術提携＞
・CNC⾦属加⼯で製造された機械部品を航空、⾃動⾞、⼆輪⾞、電機、半導
体、医療機器および他の産業に納⼊している製造業。
・CNCを120台所持しお客様の要求にオンデマンドで対応可能。
・3mmから300mm（ 0.1" から 12" ）までのパーツサイズに対応可能。
・ミル⻑ Y軸 4000mm（157")、Z軸 1000mmまで対応可能
・最⼤9軸の縦型・CNC旋盤加⼯サービスを提供している
⾦属加⼯・⾦型プレス加⼯を必要としている航空産業企業・⾃動⾞産業企業
とのマッチングを希望。

ISO9001
/AS9100

2

FAMOUS
SECRET
PRECISION
MACHININ
G, INC.

www.famousse
cret.com/

1994
年

- 380⼈
2014年/700万⽶ドル
2015年/800万⽶ドル
2016年/780万⽶ドル

航空機・⾃動⾞部品製造業
機械部品（航空機⽤、⾃動⾞、バイ
ク⽤等）
CNC部品加⼯

<来⽇⽬的︓OEM製造受託・合弁会社の設⽴、その他＞
・⾼品質な⾃動⾞、航空機向けの部品を製造しているメーカー
・軽量級スポーツ⽤⾶⾏機の組⽴事業も展開している。
・250台以上のCNCと13500㎡以上の敷地⾯積を誇る⼯場を有する
・380名以上の優秀で勤勉な⼈材が在籍しており、50名のエンジニアで構成
される研究開発部⾨を有する。
・IOS9001およびAS9100を取得済み。これにより航空機部品の製造が可
能。
・ERPシステム導⼊により⾼いトレーサビリティを保障
・設計・製造にソフトウェアを導⼊し、業務の効率およびクオリティを向上
・チタンやアルミニウムを初めてとした多種多様の素材に対応可能
CNC加⼯を必要としている航空産業企業およびその他製造業企業とのマッチ
ングを希望。

ISO9001
/ISO910
0

3

EMS
COMPONEN
TS
ASSEMBLY,
INC.

www.emscai.c
om/

2004
年

100万
⽶ドル

15663
⼈

2016年/6000万⽶ドル 電気電⼦機器部品製造業（EMS）

PCB、コイルワインテング、セミコ
ンデバック、テスト、マイクレー
ション
SMTオペレーション

＜来⽇⽬的︓OEM製造受託・合弁会社の設⽴・その他（製造現場専⾨⼈材の
紹介）＞
・電機・機械・⾃動⾞・医療機器及びその他産業向けの部品製造・機械加⼯
サービスを提供している企業
・SMTオペレーションの提供
・中⼩企業向けのインキュベーター事業も展開している
・⾼品質かつ合理的な価格でのサービスを誇る
・⽇本の⼤⼿企業との取引・業務実績あり。
・⽇本の製造業や品質管理について熟知している
電⼦機器の受託⽣産サービス（EMS）を必要としている企業との商談を希望
⾦属プレスやプラスチック成型関連企業との合弁、パートナーリングを希望
フィリピンでの拠点設置を計画している中⼩企業、またフィリピンのEMS⼈
材の雇⽤を考えている⽇本企業とのマッチング希望

ISO9001
/ISO169
49
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www.global‐
imi.com/jp

www.sti‐
limited.com/

5

IONICS
EMS, INC.

www.ionicsgro
up.com/

1999
年

-
1858
⼈

2014年/5980万⽶ドル
2015年/6020万⽶ドル
2016年/4550万⽶ドル

電気電⼦機器部品製造業（EMS）

電気通信、家電、⾃動⾞、医療産
業、コンピュータ周辺機器産業向け
PCB、FCB、組⽴、製品設計、SCM

＜来⽇⽬的︓OEM製造受託、共同研究＆技術提携、合弁企業の設⽴、⽇本企
業からの製品輸⼊、代理店契約、⽇本企業への販売、その他＞
・情報通信・PC関連・⾃動⾞・医療機器などの電⼦部品の設計および製造。
・情報通信およびPC関連分野に顧客を持つ
・⾃動⾞および医療機器分野への拡⼤を検討している。
・IBMや東芝などの世界的な⼤企業との⻑期的なパートナーシップを組んで
いる
フィリピンへの製造・設計の外注、OEM⽣産受託契約を検討している⽇本の
企業とのマッチングを希望

ISO9001
/ISO134
85/ISO1
4001

6

CANDIE
MAE METAL
SCRAP AND
HAULING
SERVICES,
INC.

www.facebook.
com/candiema
emetalscrap/

1989
年

40万
⽶ドル

20⼈ 2016年/120万⽶ドル リサイクル業
⾦属、プレスチック、スクラップの
回収

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、⽇本企業への販売＞
・鉄、⾮鉄⾦属、廃プラスチック、廃カートン、廃バッテリー、ガラスボト
ルの購⼊・加⼯・販売
・マレーシア、シンガポール、ベトナム等への輸出を開始した
・様々な企業から廃材を買いあつめ、それをより⼤きく先進的な企業に販売
している
⽇本のリサイクル会社との合弁事業を希望。
再⽣材料の⽣産技術を学びたい。

-

電気電⼦機器部品製造業
（EMS）、パワー半導体組⽴業

⾃動⾞、電気電⼦、医療機器⽤電⼦
部品、半導体、航空機産業向け
SMT/ 機械組⽴/  プラスチック射出
成形/ テストシステム/ ⾃動化/ 故
障・信頼性試験 / パワーアセンブリ
/  キャプティブライン / ⾞載⽤カメ
ラ / パワーモジュール / オプティカ
ルボンディング

<来⽇⽬的︓OEM製造受託、⽇本企業への販売、共同研究＆技術提携、合弁会社設
⽴、代理店契約、⽇本企業からの製品輸⼊、その他＞
・Alayaグループ傘下の企業で航空・⾃動⾞およびその他多種多様な産業向けの電⼦
部品を製造している（EMS事業）
・パワー半導体の組⽴および検査事業も展開している （SATS事業）
・ISO16469,13485取得
・上記 EMS事業およびSATS事業で世界的に認知されている。
・海外に13箇所⽣産拠点を有する
 IMI/STI サービスのプロモーション
⽇本の産業界とのつながりを持つ⼿がかりを掴み、興味を引き出したい。
フィリピン市場への投資に向け働きかけたい。
⽇本の中⼩企業市場のトレンド、委託先選定の判断基準について理解したい。
ASEAN,特にフィリピンへのアウトソーシングに興味がある⾃動⾞・航空・その他製
造業。また、パワーモジュール、⾞載カメラなどのキャプティブ製造を希望する企業
とのマッチングを希望

ISO9001
/ISO134
85/ISO1
4001/IS
O16949/
AS9100

4

INTEGRATE
D MICRO-

ELECTRONI
CS, INC.
(IMI)    /
SURFACE

TECHNOLO
GY

INTERNATI
ONAL

PHILIPPINE
S, INC.
(STI)

1980
年

237万
⽶ドル

15304
⼈

2014年/84400万⽶ド
ル

2015年/81400万⽶ド
ル

2016年/84300万⽶ド
ル
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7

GREEN
REFRATECH
NOLOGIES
INC.

www.facebook.
com/pages/Gre
en-
Refratechnologi
es/407446019
320989

2016
年

4万⽶
ドル

6⼈
2014年/12.3万⽶ドル
2015年/10万⽶ドル
2016年/16.4万⽶ドル

アルミニウム溶鉱炉の製造、修
理。

アルミニウム溶鉱炉の製造、アルミ
溶鉱炉の修理。耐⽕材・断熱材の取
り付け。産業⽤バーナー。機器制
御。溶剤（フラックス）

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、代理店契約、⽇本企業からの製品輸⼊、OEM
受託製造＞
・アルミニウム溶鉱炉の製造、修繕事業を展開している企業
・他にも耐⽕材や断熱材の導⼊・取り付けも⾏っている
・産業⽤バーナーや溶剤等も取り扱っている
・主要居客はアルミ・ダイカスト・鉄鋼および鋳造分野の企業
・2006年に⽇本の企業との合弁会社を設⽴している。
⽇本のアルミニウム⽤の溶鉱炉を製造している企業との合弁企業の設⽴を希
望している。その中でも特に、産業⽤バーナー、耐⽕材、溶剤、坩堝、断熱
材等を製造開発している企業に興味がある。
アルミニウムダイカスト⼯業に適⽤可能な他のラインを探している。

-

8

VJF
PRECISION
TOOLINGS
CORP.

www.vjfprecisi
ontoolings.com

1999
年

200万
⽶ドル

2016年/120万⽶ドル 治⼯具製造業
精密ツール、治具、⾦型、機械加⼯
部品

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、⽇本企業からの製品購⼊、⽇本企業への製品
販売、代理店契約、OEM製造受託、共同研究＆技術提携、その他＞
・⾦属製品の製造および加⼯事業を展開している企業
・半導体、電機、航空、⾃動⾞⽤部品の精密加⼯を⾏っている
・今後さらに航空部品の製造にさらに注⼒する計画がある
・⽇本企業から製品の購⼊を希望している
・⽇本企業との合弁企業の設⽴を検討している
・IS9001取得済み

可能性ある⽇本企業と会い、我々の営業・サービス品⽬を提案したい。

ISO9001

9

MERR-C
SOCIETY
OF THE
WORD
FOUNDATI
ON, INC. /
RMC
HANDICRAF
TS

www.facebook.
com/Merr-C-
Society-of-the-
Word-
Foundation-
144948567203
3506/ 1987

年
5万⽶
ドル

150⼈ 2016年/20万⽶ドル
学校の運営/教育⽤玩具、調理器
具の製造業

学校の運営/教育⽤玩具、調理器具の
製造・販売

＜来⽇⽬的︓⽇本企業への製品販売、OEM製造受託、合弁企業の設⽴、その
他＞
・教育⽤のソフト玩具の製造・輸出をしている企業
・他にもソフト調理器具の⽣産事業も展開している
・⽶国・フランス・英国・オーストラリア・フィジーへの輸出実績を有する
・学校・教育施設の運営事業も展開している
⽇本のノベルティ製品のチェーン店を運営している企業（⼩売・卸）や、幼
稚園・保育園・デイケアセンターとの合弁企業を設⽴を希望しており、その
候補企業とのマッチングを希望している。

-
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10

SC LACSON
ENTERPRIS
ES, INC.

www.sclacson.
com.ph/

1996
年

40.8
万⽶ド
ル

10⼈
2014年/15.3万⽶ドル
2015年/17.3万⽶ドル
2016年/20.1万⽶ドル

⼯業⽤化学製品の製造業
化学製品（アセトン、トルエン、
IPA、メタノール）潤滑油（オイ
ル、グリース）

＜来⽇⽬的︓代理店契約、⽇本企業からの製品購⼊、合弁企業の設⽴、共同
研究・技術提携、⽇本企業への製品・サービス販売、OEM製造受託、その他
＞                   ・⼯業および製造業向け⽤の化
学物質や潤滑材の⽣産をしている会社
・フィリピンの輸出企業や韓国・ソウルの企業への導⼊実績がある
・将来的には浄⽔分野への拡⼤を視野に⼊れている
⽇本の⼯業⽤品を取り扱う企業、フィリピン企業との合弁事業の⽴ち上げや
販売権の授与が可能な企業に興味があり、該当する企業とのマッチングを希
望している。

-

11

APSYS
SOLUTIONS
&
TECHNOLO
GIES INC.

www.apsysph.
com

1996
年

26⼈
2014年/77万⽶ドル
2015年/60万⽶ドル
2016年/50万⽶ドル

アプリケーションソフト開発
ITソリューションサービス
ソフトウェア開発
スキャナー、コンピューターテー
プ等の販売

データ記憶装置、富⼠フィルムデー
タカートリッジテープ、富⼠ゼロッ
クススキャナー、オフィス
「Gemini」⽂書管理システム、
ALEN社RFID（APSYS ソフトウェ
ア）、⾞両追跡システム、フリート
マネジメントシステム、
Randtronics社セキュリティシステ
ム

＜来⽇⽬的︓OEM製造受託、⽇本企業への製品販売、合弁企業の設⽴、代理
店契約、共同研究・技術提携＞
・FujiFilm⽤コンピューターテープや、FujiXerox社⽤のスキャナーおよび
Office Geminiのドキュメント管理システム開発
・⾃動⾞追跡システムや船舶管理システムなどの開発実績を有する
・アプリケーションの開発やカスタマイズなどに強みがある。
・企業の⽼朽化したビジネスモデルの刷新・効率化を命題に掲げている
・主要な顧客は⾦融や物流、放送局（テレビ局）など
⽇本の企業との合弁会社の設⽴、事業提携を⽬指しており、その候補企業と
のマッチングを希望している。

-

12

ASTRA
(Philippines
) Inc.

www.astra.ph/i
ndex

2014
年

10万
⽶ドル

14⼈
2014年/40万⽶ドル
2015年/39万⽶ドル
2016年/25万⽶ドル

ソフトウェア開発及びサポート、
ITエンジニアの雇⽤⽀援

ソフトウェア開発及びサポート、IT
エンジニアの雇⽤⽀援

＜来⽇⽬的︓その他（⽇本企業への製品・サービスの販売）＞
・ソフトウェアの開発事業、ソフトウェアの開発⽀援事業を展開している企
業
・エンジニアの雇⽤⽀援事業も展開している
・WEBベースのITソリューションや、モバイル端末向けのアプリケーション
に強みを持つ
・主な顧客はサービス業や製造業でフィリピンはもとよりアメリカ、⽇本、
カナダ、台湾、オーストラリアなどの企業に納品実績あり
・⼗余年に及ぶ開発経験と、優秀な⼈材を要している。
⽇本に企業との合弁企業の設⽴を⽬指しており、その候補になる企業との
マッチングを希望。また⽇本企業との共同研究や技術提携も希望している

-
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13

PHILIPPINE
NATIONAL
IT
STANDARD
S
(PHILNITS)
FOUNDATI
ON, INC.

philnits.org/

2015
年

- 12⼈ -

フィリピン貿易産業省（DTI）管
轄の法⼈
ソフトウェア開発
IT技術者の試験及びトレーニン
グ、
⽇本との相互IT認証

ソフトウェア開発（マスカスタマイ
ゼーション）、
災害リスク軽減⽤地理情報システム
（GIS）
IT認証とトレーニング

＜来⽇⽬的︓⽇本企業への販売、⽇本企業の製品購⼊、合弁企業の設⽴、代
理店契約、共同研究・技術提携、OEM製造受託＞
・ソフトウェアの開発・カスタマイズ事業、防災管理⽤地理情報システム
（GIS)開発、IT研修事業及び認証発⾏事業を展開している企業
・地⽅⾃治体政府を主要顧客に持つ
ITソフトウェア開発の外注を検討している⽇本企業とのマッチングを希望し
ている。

-

14

DISCOVERY
ISLAND
TRAVEL &
TOURS

discovery‐
islands.com/abo
utus.html

- - - - 旅⾏業者代理店業

フィリピン国内観光ツアー（レガス
ピ、ラグーナ、ピナトゥボ⼭、ター
ル⽕⼭、ヒドゥンバレー、ビラ・エ
スクデーロ、ジンベエサメウォッチ
ング、 ケーブルウェイクボード、マ
ニラ歴史建造物など）

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、⽇本企業への製品販売＞
・フィリピンPasig Cityにおいて旅⾏業、旅⾏代理業を展開している。
・⽇本市場へのサービスの販売を希望しており、今回の来⽇で合弁企業設⽴
に向け⽇本の旅⾏代理店とのマッチングを希望している。

-

15

ILM
INTERIOR
DESIGN
CONCEPT

www.irissmang
io.com/

-
5千万
⽶ドル

- -
インテリアデザイン
商業デザイン

住宅、ホテル・リゾート、レストラ
ン、オフィスなどのインテリアデザ
イン

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、共同研究・技術提携＞
・インテリアデザイン・ホテルのデザイン・建物や商業施設のデザインを⼿
掛ける企業  ・お客様の様々な要望・希望にオンデマンドで対応がかのう
で、様々な商業施設のインテリアデザインを⼿掛けてきた実績がある
・上記のほかにも旅⾏関係の事業も展開している
・⽇本のホテル業界との合弁企業の設⽴と共同研究・技術提携を希望してい
る。

-
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VIVERE
HOTEL &
RESORTS

viverehotel.com.
ph/

2001
年

- - - ホテルおよびレストランの経営
ホテルおよびレストランの経営

＜来⽇⽬的︓⽇本企業への製品販売、合弁企業の設⽴、代理店契約、⽇本企
業の製品購⼊＞
・ホテル事業やレストラン事業を展開している企業で、積極的に旅⾏やウェ
ディング関係の展⽰会に出展している
・フィリピン商⼯会議所（PCCI）会員企業
・優れた⽴地条件とサービス⽔準で⾼い評価を得ている
・ダイアルロック式セキュリティシステムやフレスコダイニングなど独創的
な設備を有し、フィリピンの天然素材を積極的に設備に取り⼊れている。
・⽇本の独創的なサービスを提供するホテルや旅⾏代理店、またスパ関連商
材を取り扱う企業に興味があり、該当する企業とのマッチングを希望してい
る。

-

17

AMCAAJ
INTL
RECRUITME
NT AGENCY

www.amcaajin
tl.com.ph

1982
年

18万
⽶ドル

15⼈ - ⼈材紹介・派遣サービス

⼈材紹介サービス（在宅介護、病
院、介護施設の運営、製造現場、建
築現場、インフラプロジェクト向
け）

<来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、代理店契約、⽇本企業からの製品購⼊＞
・⼈材派遣事業を展開する企業で、デイケア、介護、病院、製造業、建設会
社、インフラ開発プロジェクトに⼈材派遣の実績がある。
・中東やアセアン諸国の建築プロジェクトや⽯油プロジェクトに⼈材派遣実
績が有る    ・今後、技能研修や語学研修に事業の裾野を広げる予定が
あり、海外に事業所を設けることを検討している
フィリピン⼈材に興味があり、フィリピン⼈材の受⼊、研修サービスの導⼊
を検討している⽇本の製造業、建築業、医療・介護・サービス業関連企業と
のマッチングを希望している。

-

18

LED
EXPRESS
SERVICES,
INC.

www.facebook.
com/LED-
Express-
Services-Inc-
Manpower-
Agency-
126098184067
511/

2001
年

- 300⼈ - ⼈材紹介・派遣サービス 専⾨職、スキルワーカー、研修⽣、イ

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴・代理店契約・⽇本企業からの製品購⼊・共同
研究＆技術提携、OEM受託製造、⽇本企業への製品販売、その他＞
・⼈材派遣サービス事業を展開している企業で、⾼度⼈材はもとより研修
⽣、インターン⽣、看護⼠などの⼈材を様々な企業に派遣している。
・創業16年にあたり、フィリピンにおいて様々なリクルートメントに携わっ
てきた。同時に様々なジョブフェアに積極的に参加・出展している。
・⾼度な技能を持つドライバーの雇⽤にも注⼒している（10輪・6輪など）
フィリピンの⾼度⼈材やインターン⽣の受⼊に興味がある⽇本企業のマッチ
ング、合弁事業の展開を希望している。

-
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SK
MANPOWER
CONSULTA
NT

www.skmanpow
erconsultant.co
m/about‐us/

2000
年

6.5万⽶6⼈ - ⼈材派遣サービス 海外へ看護⼠、介護⼠、ハウスキーパ

＜来⽇⽬的 ︓合弁企業の設⽴、⽇本企業への製品販売＞
・外国・技師系企業にフィリピンの看護師、介護⼠、ハウスキーパー、⼯場
労働者を派遣する事業を展開している。
・今後は⾷品⽣産・⽔産業・新エネルギー事業および養⽼施設事業に事業を
拡⼤して⾏く意志があり、近く⾷品向けの乾燥剤事業に投資する計画があ
る。
⽇本の製造業への労働者派遣、看護師、介護⼠等の⼈材派遣会社とのマッチ
ングを希望。また、⽔産養殖に関する投資案件、再⽣可能エネルギー関連商
材に興味がある。

-

20

ARM
REALTY
GROUP

armrealtygroup.
com/index.php/
about/

2016
年

2万⽶ド- 2016年/1.2万⽶ドル 不動産業、関連サービス オフィス、住宅、ホテル、商業施設等

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、共同研究・技術提携、OEM受託製造＞
・不動産および関連事業を営む企業でオフィス、住宅、ホテル、商業施設物
件の売買事業を展開している。
・2017年には韓国の企業との合弁企業を設⽴した。
・20年以上の社歴を誇り、優れた不動産関連サービスを提供できる。
⽇本企業との合弁企業設⽴の意志があり、例えば不動産開発、ホテルオー
ナー、投資家、その他不動産業とのマッチングを希望している。
⽇本企業と商売において互いにメリットのある関係を構築したい。

-

21

MIRAIZO
GROUP,
INC.

miraizogroup.co
m/

2014
年

- 15⼈
2014年/100万⽶ドル
2015年/300万⽶ドル

不動産プロジェクト開発
不動産投資、
株式投資

不動産プロジェクト開発、未公開株
式、再⽣可能エネルギー、官⺠パー
トナーシップ（PPP）、インフラ開
発、鉱⼭業、製造業など

＜来⽇⽬的︓合弁企業の設⽴、代理店契約、共同研究＆技術協⼒、OEM受託
製造、⽇本企業の製品購⼊、⽇本企業への製品販売、その他＞
・不動産開発、不動産業、プライベートエクイティ、インフラ開発、鉱業な
どの産業の企業にコンサルティングサービスを提供している企業。
・不動産の戦略コンサルティングやベンチャー⽀援に強み
今回は⽇本の投資家の探索が⽬的。エネルギー関係、不動産関係およびその
他ビジネスに関⼼がある投資家、合弁企業設⽴のパートナー候補、不動産お
よびエネルギー企業へのプライベートエクイティとのミーティング・マッチ
ング可能

-




