フィリピンビジネス商談会 2018（大阪）

参加費無料 !
通訳無料！

〜フィリピン工業用品企業との個別商談会〜

この度、大阪市はフィリピン総領事館商務部と共にフィリピン工業用品関連企業計 8 社を大阪に招き、個別商
談会を開催いたします。関西での取引先やビジネスパートナーの開拓を希望するフィリピン企業が一堂に集まる
このチャンスをぜひご利用ください。
この機会に、貴社の新規取引先と技術提携先の開拓、情報収集の場としてお役立て下さい。










日
時 ：2018 年７月２７日(金)
10:00～16:00
(開場 9:45)
会
場 ：りそなグループ大阪本社 地下 2 階大会議室 （大阪市中央区備後町 2-2-1）
主
催 ：大阪市
*平成 30 年度大阪市ビジネスパートナー都市等交流事業
受託事業者 ：一般財団法人大阪国際経済振興センター(IBPC 大阪)
共
催：在大阪フィリピン総領事館商務部、大阪商工会議所、
りそなグループ（りそな銀行、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行）
後
援：ジェトロ（日本貿易振興機構）大阪本部、独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部、
大阪・海外市場プロモーション事業推進協議会
協
力：大阪府
来 日 企 業：8 社（予定）＊来日企業が変更になる場合があります。ご了承ください。
＊通訳は事務局で手配いたします。




申 込 方 法：①申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込みください。
②本事業のウェブサイト内、専用の申込フォームよりお申込みください。
https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/philli0727
事 務 局 ：一般財団法人 大阪国際経済振興センター 国際部(IBPC 大阪) 担当：陳・ギュネシ
TEL: 06-6615-5522

FAX: 06-6615-5518 E-mail：event@ibpcosaka.or.jp

【 フィリピンビジネス商談会 2018 (大阪)

FAX：06-6615-5518
貴社名

日本語

貴団体名

英 語

参加申込書 】

IBPC 大阪 陳・ギュネシ宛て

申込締切日： 7 月 19 日（木）
業種・事業内容

所在地
参加者名
連絡先

部署・役職名
Tel/Fax

Ｅメール

資本金

万円

従業員数

＠
名

売上高

万円

商談を希望される時間帯＆企業（番号）をお教えください。
＊基本先着順／調整のうえ後日ご連絡いたします。＊申込多数の場合、商談時間は短縮になることがあります。
□10:00～11:00

企業番号（

）

□11:00～12:00

企業番号（

）

□13:00～14:00

企業番号（

）

□14:00～15:00

企業番号（

）

□15:00～16:00

企業番号（

）

希望商談内容
その他、ご要望がございましたらご記入ください。
＊ご記入頂いた情報は、適切に管理し、主催者団体において各種連絡・情報提供のみに使用いたします。お申込が多数の場合、マッチングのご希
望に応じかねる場合もありますので、予めご了承ください。本センターが実施するアンケートにご協力をお願いいたします。

1. LAGUNA CARPARTS MANUFACTURING, INC.
(ALMAZORA Motor Corporation)
ALMAZORA Motor Corporation
 設立: 1900 年
 事業内容：車体製造
 主要商品：バス、AUV、特殊車両を含む車体製造

LAGUNA CARPARTS MANUFACTURING, INC.
 設立: 2004 年
 従業員数: 153 人
 資本金: $1.6 百万
 売上高: $6.89 百万 (2017 年)
 事業内容: 自動車部品、農業機械部品の製造、医療機器部品の販売
 主要商品: 排気システムおよび自動車、家電、エレクトロニクス用の
金属部品、プラスチック部品
 認証: ISO14001 / ISO16949

商談目的：合弁会社の設立、共同研究・
技術提携、販売先探し
希望業種： 自動車関連メーカー、医療機器部
品メーカー、農業機械および部品

ALMAZORA Motor Corporation

メーカー

http://almazoramotors.com/company.htm
2. Fasteners, Incorporated
 設立: 1964 年
 従業員数: 229 人
 資本金: $1 百万
 売上高：$6.7 百万（2017 年）
 事業内容: 金属ファスナーの製造
 主要商品: 自動車および家電用スクリュー、ボルト、リベット
 日本との取引：あり
 認証: ISO 9001 / ISO 14001

来日キャンセル

http://www.fasteners.ph/

商談目的：代理店探し、販売先探し、
共同研究、技術提携
希望業種： 自動車関連メーカー、医療機器部
品メーカー、農業機械および部品
メーカー

3．Integrated Micro-Electronics, Inc.
 設立: 1980 年
 従業員数:15,242 人
 資本金: $89.5 百万
 売上高: $11 億（2017 年）
 事業内容: 電子機器受託製造サービス(EMS)、パワー半導体実装、多様
化する市場に向けた最高品質の革新的ソリューションとし
て知られるパッケージ請負サービス(SATS)
 主要商品: 自動車エレクトロニクス (安全, 先進運転者支援システム、
センサー)、産業機器 (自動化、スマートグリッド、制御 &
感知、LED 照明)、医療機器 (診断法、歯科)
 その他: 8 か国に 19 工場
 認証: ISO9001/ ISO13485/ ISO14001/ ISO16949/
ASC9100 / AS9100C / IATF16949 / ISO17025

https://www.global-imi.com

商談目的：OEM、受託生産、販売先探
し、合弁会社の設立、共同研
究、技術提携、代理店探し、
日本企業から製品の購入
希望業種：

自動車、医療機器および医療部
品、農業機械および部品、電気
電子機器関連企業

今後の事業計画:

メカドロニクス製品組立の自動
化の採用を検討＆欧州事業拡大

4．MANLY PLASTICS, INC
 設立: 1963 年
 従業員数: 1,000 人
 資本金: $20 百万
 売上高：$48 百万（2017 年）
 事業内容: プラスチック製品の製造
 主要商品: 自動車用プラスチック部品、クレート、パレットなどの
マテリアルハンドリング商品、プラスチックパッケージ、
ジオメンブレン ライナーなどの農業用資材
 日本との取引: あり
 認証: ISO 9001 / ISO 14004

https://manlyplastics.com/about-us

商談目的：OEM、受託生産、販売先探
し、合弁会社の設立、共同研
究、技術提携, 代理店探し
希望業種：

自動車関連、梱包材、農業機器＆

部品関連の企業
今後の事業計画: 現工場を移転し塗装を含む医療機
器などプラスチック製品の拡大を
行う。

５．RJ Spring Rubber and Metal Parts Manufacturing Corporation
 設立: 1994 年 9 月
 従業員数: 69 人
 売上高: $1.5 百万
 事業内容: 自動車部品、オートバイ部品、電子部品、
建設資材、ボトリング、鉱業関連の製造
 主要商品: ばね、ゴム、金属部品 (製作 & プレス加工)
プラスチック射出成型、線曲げ、シートフレーム、
ドアリンク
 認証: ISO 9001 / ISO 14001

http://www.rjspringrubber.com/profile.html

商談目的：OEM、受託生産、販売先探
し、合弁会社の設立、共同
研究、技術提携
希望業種：
今後の事業計画:

自動車、エレクトロニクス、建設
資材（ハードウエア）関連の企業
現在の主工場を拡張し CNC 機械
のほか、ばね製造、曲げ加工、
スライス加工、検査に必要な機械
を設置する。

6．TRI-R Allied Industries, Inc.
 設立: 1997 年
 従業員数: 221 人
 資本金: $230,770
 売上高: $5.74 百万
 事業内容: 自動車部品製造
 主要商品: 自動車、オートバイ用金属部品、オートバイ用
シート組立て、オートバイ用シーフォーム、関連金属部品
 認証: ISO 9001 / ISO16949 / ISO14001

http://www.tri-r.com.ph/

商談目的：日本企業から製品の購入、合
弁会社の設立、販売先探し
希望業種： 自動車関連企業
今後の事業計画: 新しい機械の購入や家電・電子
機器向け設備投資を検討中

7．TSUKIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES, INC.

 設立: 1993 年
 従業員数: 1,645 人
 資本金: $7 百万
 売上高: $20 百万 (2017 年)
 事業内容: 電子機器受託製造サービス(EMS)
 主要商品: プリント基板、チップのフレキシブル組立て
 日本との取引: あり
 認証: ISO 9001 / ISO16949 / ISO13485/ ISO14001/
IATF16949

来日キャンセル

http://tsukiden-ph.com/

商談目的：合弁会社の設立、販売先探
し、共同研究、技術提携、
OEM、受託生産
希望業種： 自動車、医療機器、医療部品、
電気機械、電子機器関連企業

今後の事業計画: 機械や設備の拡張、アップグレ
ードを検討中

8．EMS COMPONENTS ASSEMBLY INCORPORATED

 設立: 2004 年
 従業員数: 15,200 人
 資本金: $42 百万
 売上高: $9.5 百万 (2017 年)
 事業内容: 自動車、家電 & 産業用電子機器組み立て、
製品の完全ビルドおよび PCB 組立て
 主要商品: 電子機器の製造 & 組立て、製品設計、開発および
製品完全組立て、製造管理/付加価値のある業務委託、PCB 組
立て、技術管理ソリューション、技術スキル開発
 日本との取引: あり
 認証: ISO 9001 / ISO16949 / ISO29990

商談目的：OEM、受託生産、合弁会社
の設立
希望業種： 自動車、産業機械、医療機器、
医療部品、電気機械、電子機器関
連企業

https://emscai.com/

※海外の技術系、製造系人材の
日本派遣分野で連携を組める企業
今後の事業計画: 生産機械の増設と生産拡大に伴う
新工場の建設

