付表

長野県企業の東アジアでの事業展開ー製造現地法人の設立を中心にー
中国
北京 ・ 環渤海

長江デルタ ( 福建省を含む）

華南

西部 ・ 中部

香港

台湾

韓国

1971 年

東京特殊電線上田工場 製造現地法
フォスター電機 製造現地法人設立
1971 年 人設立 マグネットワイヤ、 消磁コイ
スピーカー、 スピーカーシステム
ル、 偏向ヨーク

1972 年

1972 年

タイ

シンガポール

マレーシア

インドネシア

ベトナム

フィリピン

1971 年
ミネベア 製造現地法人設立
ベアリング、 精密機器

1972 年

ルビコン 製造現地法人設立
小型アルミ電解コンデンサ
フォスター電機 製造現地法人設立
スピーカー
1973 年

1973 年

1974 年

1974 年

岡谷電機産業 製造現地法人設立
回路部品

双信電機長野事業所 製造現地
法人設立 フィルター、 コンデンサ

日本発条伊那工場 製造現地法人
設立 内燃機関用ガスケット

1973 年

アート金属 バンコク
ピストン製造販売

1974 年

KOA 製造現地法人設立
電子部品

フォスター電機 製造現地法人設立
スピーカー
リズム時計 製造現地法人設立
クロック
1975 年

三協精機 製造現地法人設立
1975 年
電子部品

1975 年

1976 年

1976 年

日新工機 製造現地法人設立
金型、 成型

1976 年

1977 年

1977 年

1978 年

1978 年

赤羽電具製作所 製造現地法人設立
各種抵抗器

1979 年

1979 年

三協精機 製造現地法人設立
オルゴール。 同部品

1977 年

1980 年

1980 年

1981 年

カネテック 製造現地法人設立
1981 年
工作機械

1982 年

1982 年

ルビコン 製造現地法人設立
アルミ電解コンデンサ

1983 年

1983 年

富士通長野工場 製造現地法人
設立 MR ヘッド

1984 年

1984 年

三協精機 製造現地法人設立
電子部品

1978 年

富士電機松本工場 製造現地法人
設立 電力量計

日本発条伊那工場 製造現地法人設
立 内燃機関用ガスケット

1979 年

ミネベア 製造現地法人設立
ベアリング、 プレス部品

ミネベア 製造現地法人設立
小径ボールベアリング

1980 年

富士通長野工場 製造現地法人
設立コンポーネントの製造 ・ 輸出

1981 年
1982 年
1983 年
ミネベア 製造現地法人設立
キーボード、 ステッピングモーター

日信工業
製造現地法人設立 自動車部品

1984 年

ミネベア 製造現地法人設立
ベアリング
セイコーエプソン 広東省深圳
ターミナルプリンターの製造

1985 年

1985 年

キッツ 製造現地法人設立
ボールバルブ ・ グローブバルブ

ミネベア 製造現地法人設立
金型、 工具

1985 年

ケンウッド 製造現地法人設立
オーディオ機器

三洋精密 深圳に現地法人設立
小型精密モーターの製造
1986 年

シナノケンシ 販売現地法人設立

1986 年

TDK 千曲川工場 製造現地法人設立
電子部品

エスエヌ精機 製造現地法人設立
バルブ

長野スチパール 製造現地法人設立
発泡スチロール成型加工

1986 年

ソーデナガノ ( 合弁） 製造現地法人
設立 プレス金型 ・ 治具設計製作

東京特殊電線上田工場 製造現地
1987 年 法人設立 カラーテレビ用部品、 コン
ピューター用コイル

ルビコン 製造現地法人設立
小型アルミ電解コンデンサ

富士電機松本工場 製造現地法人設
立 複写機用感光ドラム
春日精機 深圳に製造現地法人設立
音響機器

1987 年

泉精器製作所 現地法人設立
小物家電の製造

1987 年

野村工業 製造現地法人設立
バタフライバルブ等

三協精機 製造現地法人設立
家電用電子部品

シナノケンシ 製造現地法人設立
絹糸紡績

新光電気 製造現地法人設立
ガラス端子、 アレスタ

土屋電線望月工場 製造現地
法人設立 被覆電線

タイツウ長野工場 製造現地法人設
立 フィルム、 コンデンサ

松下電送システム長野工場
製造現地法人設立 ファクシミリ

ワカ製作所松本工場 製造現地法人
設立 電子部品
オリンパス 製造現地法人設立
カメラの組立

1988 年

キッツ 製造現地法人設立
ブロンズ ・ ブラスバルブ

1988 年

1988 年

五光カメラ 製造現地法人設立
コンパクトカメラ、 カメラ部品

1989 年

入一通信工業 製造現法設立
各種電源、 トラスト ・ コイル等

タカネ 製造現地法人設立
クロック ・ 同ムーブメント
帝国通信工業赤穂工場
製造現地法人設立 電子部品
富士通長野工場 製造現地法人設立
情報処理関連機器
ミネベア 製造現地法人設立
マグネティックレコーディングヘッド
ミネベア 製造現地法人設立
特殊ベアリング
ミネベア 製造現地法人設立
ベアリングボール
セイコーエプソン 天津市に製造
1989 年
現地法人設立 プリンター主要部品

高見澤電機製作所信州工場
1989 年
製造現地法人設立 電気部品

長野計器上田計測器工場
製造現地法人設立 各種圧力計

ミネベア 製造現地法人設立
スピーカーボックス

エイワ、 製造現地法人設立
電子部品

アピックヤマダ 現地法人設立

田中製作所制御機器事業部
製造現地法人設立 ガス溶断機器

日本ピスコ 製造現地法人設立
空気圧縮機

山本計器製造岡谷工場
製造現地法人設立 圧力計

共栄工業阿南工場 現地法人設立
プラスチック成型等

フレックスジャパン 製造現地法人
設立 ドレスシャツ

メクトロン 製造現地法人設立
ライター用ヤスリ

セイコーエプソン バタム島に製造
現地法人設立、 プリンター基板の
組立

長野精工 製造現地法人設立
機械加工、 熱処理

三光産業千曲川工場 製造現地法人
設立 部品の印刷

日本電熱 製造現地法人設立
ヒーター

双信電機長野事業所 製造現地法人
設立 フィルム、 コイル等
タイツウ長野事業所 製造現地法人
設立 フィルム、 コンデンサ
東京特殊電線上田工場 製造現地法
人設立 マグネットワイヤ
エコー電子技術 製造現地法人設立
コイル部品、 トランスフォーマー

日本ミニモーター 遼寧省大連市
小松工業 深圳に製造現地法人
1990 年 に製造現地法人設立 精密小型直流
設立 情報関連精密部品
モーター
平和産業軽井沢ピースロン
遼寧省大連市に製造現地法人
設立 粉末地金

ユーシン 製造現地法人設立
省力化機器 ・ 治工具設計 ・ 製作

フレックスジャパン 福建省厦門市に
製造現地法人設立 ドレスシャツ

1990 年

セイコーエプソン 製造現地法人
設立 中小 LCD パネル

二光工学 製造現地法人設立
時計カバーガラス

東洋バルブ諏訪工場
製造現地法人設立 バルブ

1990 年

ミヨタ シチズンと共同で現地法人設
立 部品調達 ・ 委託加工発注

新光電気 製造現地法人設立
リードフレーム
ニチコン長野工場 製造現地法人設
立 電解コンデンサ
日本精機工業 製造現地法人設立
精密機器部品
不二越機械工業 製造現地法人設立
機械装置及び周辺機器
ケンウッド 製造現地法人設立
オーディオ機器

1991 年

セイコーエプソン 北京市に製造現地
法人設立 ソフトウエアの設計 ・ 製造

オリンパス 広東省深圳
カメラ ・ 録音機の製造

信越化研 現地法人設立

セイコーエプソン 広東省深圳第 2 工
場 ターミナルプリンターの増産

東京特殊電線上田工場上田工場
現地法人設立

1991 年

チノン 台湾
カメラの製造

春日電機辰野工場 製造現地法人
設立 電機

平出精密 製造現地法人設立
工業材料、 機械工具

1991 年

TDK 千曲川工場 製造現地法人設立
オーディオテープ、 金属マグネット

ミクロ発条 製造現地法人設立

ミヨタ、 広州市の義務冠電子廠に腕
時計、 ムーブメントの組立委託
1992 年

アイ ・ ケー ・ ツール山東省煙台市の
現地法人で金型の設計 ・ 製造

KOA 上海市に製造現地法人設立
電子部品

信越化研 東莞に製造現地法人
設立 電源コード等

天龍 北京市に製造現地法人設立
グラスウールマット

フレックスジャパン 江蘇省昆山市に
製造現地法人設立 ドレスシャツ

東芝電池佐久工場 広州市恵州市に
製造現地法人設立 マンガン乾電池

エコー電子技術 現地コイル製造
工場稼働

ミクロ発条 製造現地法人設立 精密
ばね
1992 年

日本ピスコ 台南懸に現地法人
設立、 空気圧機器の製造

TDS 製造現地法人設立 DC ソレノ
イド ・ コイル等

セイコーエプソン 製造現地法人設立
新光電気マレーシア工場稼働
ウヲッチ部品 ・ 半導体の製造、 プリン 1992 年
リードフレームの製造
ターの組立

菱星電装茅野工場 製造現地法人
設立 自動車用ワイヤーハーネス

チノン マレーシア工場稼働
FDD の製造

アスザックグループ 山東省渮澤市に
製造現地法人設立 乾燥食品素材

神栄キャパシタ 製造現地法人
設立 電子部品

飯山電機 遼寧省丹東市の PC 用ディ マイナック 江蘇省呉江市に製造
1993 年
スプレ合弁工場稼働
現地法人設立 婦人服

シナノケンシ 現地法人での
小型精密モーターの生産拡大

北村機電 上海市に製造現地法人設
立 変容器

創和 製造現地法人設立
1993 年
精密機器 ASSY 品

NEC 長野 現地法人に
PC 用ディスプレイの生産移管

日信工業 二輪車ブレーキ工場
完成

セイコーエプソン 工場稼働
半導体の製造

新光電気現地法人に増資

帝国通信工業赤穂工場 製造現地
法人設立 電子部品

富士ネームプレート 現地法人設立

上原製作所 製造現地法人設立
ネームプレート

小野ゴム 現地法人ゴム磁石の製造
工場稼働

高島産業 現地法人設立

ソーデナガノ製造現地法人独資化

東京化工機 製造現地法人設立
機械

日新工機 製造現地法人設立
プラスチック成型、 金型

富士通カンタムデバイス須坂工場 製
造現地法人設立 半導体の開発 ・ 製
造

日新工機 製造現地法人設立
プラスチック成型

岡谷電機産業 製造現地法人設立
回路部品

マルヤス機械 製造現地法人設立
省力化 ・ 自動化搬送機械

南信精機製作所 現地法人設立
モーター関連部品等の製造

富士通 現地法人に
FDD 生産移管

アピックヤマダ現地法人
同社製品の交換部品の製造販売

三映電子工業 製造現地法人
設立 VCM コイル

1993 年

TDS 現地法人設立
天龍丸澤 現地法人設立 中国生産
基地の支援
1994 年

長野味噌 大連の合弁企業で
味噌の製造

マイナック 江蘇省呉江市の現法
婦人服の製造開始

シナノケンシ 東莞市に現地法人
設立 小型精密モーターの製造

諏訪工材 製造現地法人設立
精密部品

高見沢 山東省煙台市の合弁
企業設立、 生コンの生産

ミネベア 上海市の現地法人設立
ボールベアリング等の製造

南信精機製作所 東莞市に現地法人
設立モーター関連部品等の製造

中島製作所 現地法人設立
生産指示

カラサワ 大連に水引、 祝儀袋等
の一環生産体制を構築

テクノエクセル 浙江省杭州市に
現地法人設立、 洗濯機用圧力セン
サーの製造

三洋精密 深圳に製造現地法人設立
精密小型モーター

武蔵野通工 天津市に製造現地
法人設立 各種トランス

東京マイクロ 上海市に製造現地法
丸澤グループ 深圳に工場を開設
人設立 マイクロモーター製造 ・ 輸出
ソレノイド等の生産を移管
入 ・ 中国内売買
平和産業軽井沢ピースロン 上海市
に製造現地法人設立 粉末地金

1994 年 日本ピスコ 台南工場の移転 ・ 増強

アート金属 バンコク工場の増設
に踏み切る

諏訪機械製作所 精密モーター
の加工工場稼働を計画

セルコ 製造現地法人設立 リレー ・
VCM コイル、 光ピックアップコイル

セイコーエプソン シンガポールに
高付加価値品生産を集約

ソーデナガノ 製造現地法人設立
プレス加工

エムケーカシヤマ 現地法人設立
金型製造 ・ プラスチック成型

オルガン針 ホーチミン市に
現地法人設立

セイコーエプソン 現地法人設立
ミニプリンター等製造

エコー電子技術 現地法人第 2 工場
建設

タカモリ 製造現地法人設立
情報 ・ 電機部品プレス加工

アスザックグループ 製造現地法人
設立 乾燥食品素材

飯田精機 製造現地法人設立
コンピューター部品

トーピーファスナー工業 製造
現地法人設立 工業用ファスナー

カワムラ精器 製造現地法人設立
電器の製造

セイコーエプソン ジャカルタ市の現
地法人設立、 ドット式プリンター製造

日本発条伊那工場 製造現地法人設
立 ブレーキディスク

日本発条伊那工場 製造現地法人
設立 プリント配線基板

ルビコン バタム島
小型アルミ電解コンデンサの製造

1994 年

ミヨタ 広州市の義務冠電子廠に
高周波振動子の生産委託

樫山金型工業 製造現地法人設立
自動車部品、 金型

長野日本無線 深圳市の台湾系企業
に生産委託を開始

日本濾過機伊那工場 製造現地法人
設立 エンジン用フィルター

みすず精工 深圳市に現地法人設立
精密ねじの製造、 主力製品のほぼ
全品種を移管

ルビコン 製造現地法人設立
小型アルミ電解コンデンサ

長野精工 製造現地法人設立
ダイカスト鋳造、 切削加工

泉精器製作所 深圳市に現地法人設
立 小物家電の製造
岡谷電機産業 広東省東莞市に製造
現地法人設立 回路部品
三協精機 広東省広州市に製造現地
法人設立 オルゴール ・ 電子部品
高見澤電機製作所信州工場 江蘇省
常州市に製造現地法人設立
電気部品
TDS 東莞市に製造現地法人設立
DC ソレノイド ・ コイル等
天龍丸澤 深圳市に製造現地法人設
立 電磁部品組立、 切削加工、 メッ
キ
東京特殊電線上田工場 東莞市に製
造現地法人設立 消磁コイル、 ヒー
ター組立
マテックス 広東省恵陽市に製造現地
法人設立 精密スプリング、 板バネ、
シャフト等
1995 年

長野日本無線 現地法人設立
東京特殊電線上田工場 低価格 PC オリオン機械、 現地企業に産業用
海外部材 ・ 加工品の仕入、 サブコン 1995 年
ディスプレイの生産を現地法人に移管 冷凍装置の組立委託
への委託加工発注

アロン 製造現地法人設立
プラスチック成型

セイコーエプソン 印字ヘッドの生産
移管

セイコーエプソン 部品調達 ・ 設計拠
点として現地法人設立

帝国通信工業赤穂工場 製造現地法 トクソー理研 製造現地法人設立
人設立 電子部品
プリント基板の検査治具

永井プラスチック工業 遼寧省丹東
日本発条伊那工場 重慶市に製造
セイコーエプソン 上海に製造現地法 共栄工業阿南工場 深圳市に現地法
市に製造現地法人設立 合成樹脂製
現地法人設立 自動車用シート、 内
人設立 磁石等の生産
人設立 プラスチック成型等
品、 加工
装品等

マテックス 現地法人設立 精密スプ
リング、 板バネ、 シャフト等の販売

イスズ電機 製造現地法人設立
サーモスタット

フレックスジャパン 北京市に製造現
地法人設立 ドレスシャツ

川辺製作所 製造現地法人設立 プ
ラスチック製品、 成型用金型

日信工業 山東省乳山市に現地
法人設立 自動車部品製造

三協精機 江蘇省蘇州市で
モーターの委託生産

三協精機 広東省広州市で
モーターの委託生産

フレックスジャパン 武漢市に製造
現法設立 ドレスシャツ製造

コーセー電気 遼寧省丹東市に製造
現地法人設立 リード ・ コネクター、
ワイヤハーネス

セイコーエプソン 上海に半導体の設 高島産業 深圳市に製造現地法人設 春日電機辰野工場 陜西省西安市
計 ・ 開発拠点設立
立 時計部品の製造
製造現地法人設立 電機

エム ・ シー ・ アルミ 江蘇省昆山 製 三協精機 広東省韶関に製造現地法 マルマン 内蒙古自治区に製造
造現地法人設立 アルミ合金地金
人設立 磁気ヘッド
現地法人設立 味噌

松下通信工業カーエレクトロニクス事
KOA 江蘇省宜興市に製造現地
業部松本工場 大連市に製造現地法
法人設立 セラミック
人設立 カーオーディオ

セイコーエプソン 現地企業に
半導体組立を委託

1995 年

リノス 製造現地法人設立
金型メンテナンスパーツ

信越精密 製造現地法人設立
精密ギア部品製造

浅間技研 製造現地法人設立
鋳造品を現地本田技研系に供給

オルガン針 ホーチミン市の現地法人
宮坂ゴム 製造現地法人設立
に家庭用ミシン針生産移管

エス ・ シー ・ ワドー 製造現地法人
設立 HDD 部品

繊維製造卸のマルマツ ホーチミンの 日信工業 製造現地法人設立
自動車部品の製造販売
国営工場に生産委託

三洋工具長野事業所 製造現地法人
設立 超硬合金切削工具

エムケー精工 製造現地法人設立
家電 ・ 家庭用品の生産

東洋エクステリア駒ケ根工場 製造現
地法人設立 エクステリア製品

富士通長野工場 製造現地法人設立 富士電機松本工場 製造現地法
プリント板ユニット組立、 プリント基板 人設立 電子部品

共栄電工 広東省珠海市に製造現
地法人設立 電子部品

富士通長野工場 製造現地法人
設立 3.5 インチ磁気ディスク装置、
MR ヘッド （後工程）

松下電送システム長野工場
製造現地法人設立 ファクシミリ

飯山電機 遼寧省丹東市に製造現地 三協精機 福建省福州市に製造現地
法人設立 ディスプレイ
法人設立 CD-PU

宮坂ゴム 製造現地法人設立
工業用ゴム

帝国通信工業赤穂工場 江蘇省無錫
市に製造現地法人設立 電子部品
日本発条伊那工場 上海市に製造
現地法人設立 弁バネ、 圧縮バネ等
千代田製作所 江蘇省連云港市に
製造現地法人設立 医療機器
1996 年

前田鉄工所 山東省泰安市に
製造現地法人設立 ボイラ

ミネベア 94 年設立の上海現法で
小径ベアリングの一貫生産

中島製作所 広東省番禺市に製
造現法人立 プレス加工、 金型製造
現地調達に応じて

帝国ピストンリング長野工場 安徽省
樫山工業、 行政院化学委員会と
東京マイクロ 現地法人設立 同社東
安慶市に製造現地法人設立 ピストン
1996 年 半導体製造用真空ポンプの
莞工場の輸出入
リング
共同開発の契約

アピックヤマダ 製造現地法人設立
リードフレーム 金型生産

セリオテック 製造現地法人設立
プレス金型治具 ・ プレス部品

アイ ・ ケー ・ ツール ・ インターナショ
1996 年 ナル 金型技術訓練センター設立の
合意

東京特殊電線上田工場 製造現地
法人設立 消磁コイル

セイコーエプソン 江蘇省蘇州市に製
カンロ松本工場 広東省汕頭市 製造
造現地法人設立 中小 LDC パネル、
現地法人設立 飴 ・ 食品
水晶振動子等生産

エム ・ シー ・ アルミ 製造現地法人 長野サンコー 製造現地法人設
設立 アルミ合金地金
立 金型メンテナンスパーツ等

羽広工業 製造現地法人設立
HDD モーター HUB 切削加工

中島オールプリシジョン 製造現地
法人設立 タイプライター、 ゲーム機

MSK エレクトロニクス 福建省厦門
電子機器、 電線加工組立

京セラ岡谷工場 東莞市に製造現地
法人設立 光学機器開発 ・ 製造

カヤマ 製造現地法人設立
機械加工

ニチコン長野工場 製造現地法人
設立 電解コンデンサ

富士電機松本工場
製造現地法
人設立 磁気記憶媒体

日本発条伊那工場 製造現地法人設
立 内燃機関用ガスケット

ミクロ発条 上海市に製造現地法人
設立 精密ばね

三洋精密 深圳第 2 工場で精密小型
モーター製造開始

日本発条伊那工場 製造現地法人設
立 自動車用シート

水瑞精機 製造現地法人設立
治具、 金型メンテナンスパーツ等

東京マイクロ 東莞市に製造現地法
人設立 マイクロモーター

松下通信工業カーエレクトロニクス事
業部松本工場
製造現地法人設
立 カーオーディオ、 CDCH

龍門堂 製造現地法人設立
家具

伸和精工 深圳市に製造現地法人設
北村機電 江蘇省宜興市に製造現地
立 プレス金型設計 ・ 製作、 精密プ
法人設立 変容器
レス部品加工

ハマツール 製造現地法人設立
特殊工具 ・ 治具

協立電子工業 製造現地法人設立
プリント基板組立
東洋ミニローブ工業長野工場
製造現地法人設立
ワイヤーロープ

めいりつ 製造現地法人設立
コネクター

横浜ハイデックス長野工場 製造現
地法人設立 自動車用ウィンドシール
ドシーラント、 油圧ホース

特殊金属エクセル 上海市に製造現
地法人設立 冷間圧延鋼材
長野日本無線 北京市に製造現地
1997 年 法人設立 速達封書用自動受配信
装置

長野日本無線 江蘇省連雲港市に
製造現地法人設立 電子部品

エイワ 深圳市に現地法人設立
電子部品

コーセー電気 湖南省岳陽市に製造
現地法人設立 リード ・ コネクター、
ワイヤハーネス

日本電熱 現地法人設立
委託生産の可能性を調査

1997 年

シメオ精密、 広州市の中国工場に
腕時計の軸受けの生産を全面移管

オリオン機械 製造現地法人設立
圧縮空気浄化機の生産

日本発条伊那工場 製造現地法人
設立 自動車用シート、 内装品

シメオ精密 製造現地法人設立
FDD ヘッド

ミネベア 製造現地法人設立 フェラ
イトマグネット、 スイッチング電源

アピックヤマダ 製造現法設立
半導体機器、 リードフレーム

1997 年

黒田精工長野工場 製造現地法人
設立 金型製品

ソーデナガノ 製造現地法人設立

日信工業 製造現地法人設立
自動車部品

TDK 千曲川工場 製造現地法人設立
電子部品

信越電装 製造現地法人設立
自動車用電装部品
スタンダード 製造現地法人設立
部品のプレス加工、 金型製造
永井プラスチック工業 製造現地法人
設立 合成樹脂製品、 加工
日新工機 製造現地法人設立
プラスチック成型
日精エー ・ エス ・ ビー機械 製造現
地法人設立 ストレッチブロー成型
機、 金型
日本精機工業 製造現地法人設立
精密機器部品

セイコーエプソン 北京市に地域
1998 年 統括現地法人設立 コンサルティ
ング

1999 年

MSK エレクトロニクス 浙江省寧波
電子機器、 電線加工組立

諏訪工材 深圳市に製造現地法人
設立 プラスチックフィルム加工

エス ・ アイ ・ エンジニアリング
山東省煙台市に製造現地法人設立
プラスチック成型、 金型

セイコーエプソン 福建省福州市に
製造現地法人設立
インクジェットプリンター

パルコート 深圳市に製造現地
法人設立 精密塗装

三洋精密 製造現地法人設立
小型精密モーター

キッセイコムテック 北京市に製造
現地法人設立 情報システム開発

日精エー ・ エス ・ ビー機械
上海市に製造現地法人設立
ストレッチブロー成形機、 金型

シナノケンシ 東莞現法を独資に

日東光学 製造現地法人設立
コンパクトカメラの組立

シナノケンシ 東莞現法に精密
モーターの開発部門設置

1998 年

丸一ゴム諏訪工場 現地法人設立

1999 年

創和 製造現地法人設立
メカ、 メカトロニクス関連の組立

日本ピスコ 製造現地法人設立
PBGA

共和工業大桑事業所 製造現地
法人設立 マイクロモーター用シャフト

エス ・ シー ・ ワドー 製造現地法人
設立 HDD 部品

1998 年

1999 年

オリエクス雷電工場 製造現地法人
設立 電子機器 ・ 部品

山二発条岡谷工場 製造現地法人
設立 各種精密ばね

三協精機 製造現地法人設立
流体軸受けモーター

麻場産業 製造現地法人設立
樹脂、 ダイカスト
化成工業長野事務所 製造現地法人
設立 プラスチック製品

中国
北京 ・ 環渤海
2000 年

2001 年

アピックヤマダ 山東省済南市
製造現地法人設立 リードフレーム

浅間精機 大連市に製造現地法
人設立 プラスチック成型、 金型

長江デルタ ( 福建省を含む）

華南

KOA 江蘇省太倉市 製造現地
法人設立 電子部品

東京特殊電線上田工場上田工場
東莞市に製造現地法人設立 光製
品、 コイル製品

オリオン機械 上海市に製造現地
法人設立 ドライポンプ、
空圧機器用フィルター

永井プラスチック 深圳市に製造現地
法人設立プラスチック成形 ・ 組立

長野日本ソフトウエア 上海市に
製造現地法人設立 システム設計 ・
運用 ・ 保守、 ERP 導入

南信化成 深圳市に製造現地法人
設立プラスチック射出成形、
金型製作

黒田精工長野工場 浙江省平湖市
城南製作所 広東省中山市に製造
に製造現地法人設立、 プレス金型部
現地法人設立 自動車部品
品、 金型

西部 ・ 中部

香港

帝国ピストンリング長野工場 安徽省
東京特殊電線上田工場
安慶市に製造現地法人設立 焼結製
現地法人設立
品 ( バルブシート）

シチズンファイテックミヨタ 江西省自
治区梧州市に製造現地法人設立 水
晶振動子、 強誘電液晶デバイス

台湾

2000 年

韓国

諏訪工材 製造現地法人設立
精密部品

日信工業 製造現地法人設立
自動車部品

日置電機 製造現地法人設立
測定用治具

日信工業 製造現地法人設立
自動車部品

Siti 製造現地法人設立
2001 年 液晶パネル ・ ソーラーパネル
搬送装置

宮後工業 上海市に製造現地法人
設立 金型プレス加工

シンガポール

マレーシア

2000 年

ミネベア 製造現地法人設立
スピーカーボックス

インドネシア
TPR 製造現地法人設立
ピストンリング

ベトナム

フィリピン

アスザックグループ 製造現地法人設
金山製作所長野工場 製造現地
立 ファインセラミック、 アルミエクステ
法人設立 ビデオテープの製造輸出
リア

イースタン 製造現地法人設立
プリント配線板の検査

山洋電機上田事業所 製造現地法人
設立 電気機械器具

ワカベ 製造現地法人設立 自動車
スイッチのプレス、 インサート成型

ウエヒラ 製造現地法人設立
光学機器部品加工 ・ 組立等

ソーデナガノ 製造現地法人設立
プレス部品

山洋電機上田事業所 製造現地法人
設立 産業用電機機器

日信工業 製造現地法人設立
自動車部品

マスダ 製造現地法人設立
顕微鏡部品

シチズンマシナリーミヤノ 製造現地
法人設立 工作機械

金丸物産金井きのこ園 遼寧省鉄レ 日高精機 上海市に製造現地法人
SUWA オプトロニクス 東莞市に
イ市に製造現地法人設立 コーンコブ 設立 金型部品のメンテナンス ・ オー
製造現地法人設立 光学製品
ミル
バーホール
小林製袋産業 山東省青島市に
製造現地法人設立 果実袋

タイ

2001 年

創和 製造現地法人
プラスチック射出成形品、 ASSY 品

2002 年

岡谷セイケン NC による切削加工

2003 年

東京マイクロ 製造現地法人設立
マイクロモーター

ミコマ技研 製造現地法人設立
精密機器梱包用トレイ

第一公害プラント 製造現地法人
設立 FRP 部材

ユーシン 深圳市に製造現地法人
設立 省力化機器専用機、 治工具設
計 ・ 製作

ミネベア 製造現地法人設立
PM ステッピングモーター

永井プラスチック 大連市に製造現地
法人設立プラスチック成形 ・ 組立
ミクロ発条 大連市に製造現地法人
設立 精密ばね
依田電機産業 大連市に製造現地法
人設立 各種電源トラスト
2002 年

カクショウ工業 大連市に製造現地
マイナック 江蘇省南通市に製造
法人設立 金属挽物加工 ( 空調部品） 現地法人設立 婦人服

イースタン 東莞市に製造現地法
人設立 電源

システックス 北京市に製造現地
法人設立 ソフト開発

アピックヤマダ、 上海市に製造現地 小林スプリング製作所小諸工場
法人設立 半導体製造装置の製造販 広東省清遠市に製造現地法人設立
売、 アフターサービス
精密コイルバネ、 精密板バネ

テクノエフアンドシー 山東省臨沂
市に製造現地法人設立 LVL

キッツ 江蘇省昆山市に製造現地
法人設立 ステンレス鋼製バルブ

長野オートメーション 遼寧省瀋陽市
SUWA オプトロニクス 江蘇省蘇州
に製造現地法人設立 省力化装置の
市に製造現地法人設立 光学製品
設計 ・ 製造
日本電産サンキョー 大連市に製造
現地法人設立 プラスチック成形

アート金属 安徽省安慶市に製造現
地法人設立 OEM ピストン供給

信越精密 製造現地法人設立
電子部品の成形加工と組立

オルガン針 重慶市に製造現地法人
設立 針

長野製作所 現地法人設立
工業用資材の販売

2002 年

ニット― 製造現地法人設立
ガラス素材研磨加工

小松精機工作所 製造現地法人
設立 自動車エンジン部品
三映電子工業 製造現地法人設立
マグネットワイヤ―

小松プレシジョン 広東省恵州市に
アピックヤマダ、 安徽省銅綾市に製
製造現地法人設立 IT 関連パーツ、
造現地法人設立 半導体製造装置、
自動車関連パーツのプレス加工、 金
金型
型
三協精機、 深圳市に製造現地法人に TPR 安徽省安慶市に製造現地法人
モーターの本社機能移管
設立 ピストン

TPR 南京市に製造現地法人設立
長野製作所 深圳市に製造現地法人
温度調整弁、熱交換器、電子除湿機、
設立 絶縁紙等の加工
赤外線機器
直富商事 江蘇省連雲港市に製造現 日信工業 広東省山中市に
地法人設立 廃金属品の解体、 加工 製造現地法人設立 自動車部品
アスリート FA 上海市に製造現地法 樫山工業信州工場 上海市に製造
人設立 半導体 ・ 液晶表示体製造装 現地法人設立 真空ポンプの開発 ・
置、 自動組み立て装置の設計 ・ 製造 製造

2003 年

TPR 製造現地法人設立
シリンダライナ

2003 年

川辺製作所 上海市に製造現地法人 スワコー （旧諏訪工材） 深圳市に
設立 プラスチック製品、 成型用金型 製造現地法人設立 精密部品
トヨフレックス長野事業所 広東省
北村機電 江蘇省無錫市に製造現地 恵州市に製造現地法人設立
法人設立 変容器
ステンレスミニロープ及びその機械部
品
キッツ 江蘇省昆山市に製造現地
法人設立 鋳鋼製バルブ

丸一ゴム 深圳市で委託加工
ゴム製品

コガネイ 上海市に製造現地法人設
立 空気圧機器

みくに工業 深圳市に製造現地
法人設立 コネクタ用コンタクトピン、
小径切削部品

シチズンファイテックミヨタ 江蘇省蘇
州市に製造現地法人設立 水晶振動
子片、 セラミック部品
新光電気工業 江蘇省無錫市に
製造現地法人設立 リードフレーム
東京特殊電線上田工場
浙江省湖平市に製造現地法人設立
ケーブル加工品、 ヒーター加工品、
マグネットワイヤ
ナガオカ製作所 江蘇省蘇州市に
製造現地法人設立 プリント基板搬送
システム
八光 上海市に製造現地法人設立
金型関連電熱器
マルゴ工業 江蘇省無錫市に製造現
地法人設立 電子専用設備、 検査機
器、 治具等の設計、 生産
ミネベア 上海市に製造現地法人設
立 ノートブック PC 用メンブレンスイッ
チ
ユウワ 江蘇省呉江市に製造現地法
人設立 小型精密プラスチック部品 ・
金型の製造 ・ 設計
旭松食品 山東省胶南市に製造
2004 年 現地法人設立 味噌汁の
具材料、 納豆、 なめこの栽培

エス ・ アイ ・ エンジニアリング上海市
高島産業 深圳市に製造現地法人
に製造現地法人設立 プラスチック成
設立 電機コネクタ部品、 精密部品
型、 金型

TPR 安徽省安慶市に製造現地法人
設立 シリンダライナ

キッツ 江蘇省昆山市に製造現地
ダイナテック 天津市に製造現地法人
日本電産セイミツ 深圳市に製造現地 テクノエクセル 安徽省合肥市に
法人設立 半導体製造装置用配管部
設立 電子部品の金属表面処理加工
法人設立 モーター用シャフト
製造現地法人設立 家電部品
材
ヒラバヤシ 天津市に製造現地法人
設立 カーエアコン部品の切削加工

クエストコーポレーション 南京市に
製造現地法人設立 ラジオコントロー
ル

ミネベア 広東省珠海市に製造現地
法人設立 ブラシ付き DC モーター、
振動モーター

クリエイティブヨーコ 上海市に

宮坂ゴム 広東省中山市に製造
現地法人設立 工業用ゴム、 アクリ
ル板加工

セコニック 現地法人設立
複写機周辺機器の仕入れ ・ 販売

城南製作所 製造現地法人設立
自動車部品

2004 年

中外商工 製造現地法人設立
工業用副資材

ミネベア 製造現地法人設立
電子機器、 同部品

花村産業 製造現地法人設立
（工場は広東省山中市） コピー ・ プリ
ンター用感光ドラム他製造

宮坂ゴム 製造現地法人設立
工業用ゴム、 プラスチック製品

2004 年

ミネベア 製造現地法人設立
電子機器、 同部品

アスザックグループ 製造現地法人設
立 乾燥食品素材

セコニック 江蘇省常熟市に製造現
地法人設立 監視カメラ、 基板実装、
無機 EL
長野サンコー 江蘇省無錫市に
製造現地法人設立 プレス金型、 金
型部品、 プレス加工
日酸 TANAKA 制御機器営業部
上海市に製造現地法人設立
レーザー切断機、 NC ガス ・ プラズマ
切断
ミスズ工業 江蘇省無錫市に製造
現地法人設立 精密プレス部品、 電
子部品
2005 年

アート金属 山東省濱州市に製造
現地法人設立 ピストン部品

Siti 上海市に製造現地法人設立
液晶パネル ・ ソーラーパネル搬送装
置

タカモリ 東莞市に製造現地法人
設立 情報 ・ 電気機器部品プレス

スワコー （旧諏訪工材） 江蘇省常熟
シチズンマシナリーミヤノ 山東省淄
日本電産サンキョー 東莞市に製造
市に製造現地法人設立
博市に製造現地法人設立 工作機械
現地法人設立 プラスチック成形
精密部品

2006 年

システックス 山西省太原市に製造
現地法人設立 ソフト開発

三全精工 製造現地法人設立
カーオーディオ、 デジタルカメラ部品

2005 年

アスザックグループ 製造現地法人
設立 アルミエクステリア

2005 年

エム ・ ケー ・ サイエンス 製造現地法
人設立 電子部品電着塗装 ・ 自動車
部品メッキ

TPR 安徽省安慶市に製造現地法人
設立 設備、 治工具、 保全システム

日本電産サンキョー 浙江省湖平
炭平製作所 大連市に製造現地法人
市に製造現地法人設立 ホームアプ
設立 銅合金鋳物製品
ライアンスユニット

シチズンマシナリーミヤノ 製造現地
法人設立 工作機械の鋳物部品

竹内製作所 山東省青島市に製造現
地法人設立 小型建設機械

日本電産サンキョー 製造現地法人
設立 プラスチック成形

TPR 河北省廊坊市に製造現地法人
設立 ピストンリング

日本電産サンキョー 製造現地法人
設立 電子部品

ニッキトライシステム天津市に製造
現地法人設立 クリーンルーム加工、 アスザックグループ 浙江省紹興市に
熱風機、 自販機、 光学部品、 金型 ・ 製造現地法人設立 乾燥食品素材
成型
マイナック 大連市に製造現地法人
設立 皮革製品

SUWA オプトロニクス 河南省南陽
市に製造現地法人設立 光学製品

樫山工業信州工場 製造現地法人
設立 真空ポンプ

2006 年

オリエクス雷電工場 江蘇省蘇州市
に製造現地法人設立 電子機器 ・ 部
品

菊池金型 製造現地法人設立
ダイカスト金型

2006 年

丸眞製作所 製造現地法人設立
金属熱処理

TPR 製造現地法人設立
ピストンリング

タカノ 製造現地法人設立
機械装置

マテックス 製造現地法人設立
精密スプリング

東京マイクロ 上海市に製造現地法
人設立 マイクロモーター
マイナック 江蘇省常州市に製造現地
法人設立 婦人服
2007 年

IHI シバウラ 江蘇省無錫市に製造現
川辺製作所 東莞市に製造現地法人
地法人設立 産業用ディーゼルエンジ
設立 プラスチック製品、 成型用金型
ン
エイワ 浙江省杭州市に製造現地法
人設立 マシュマロ

多摩川精機 製造現地法人設立
FA 関連機器

八光 製造現地法人設立
電熱機器

2007 年

2007 年

鈴木 広東省山中市に製造現地法人
設立 電子部品

キッツ 江蘇省連雲港市に製造現地
法人設立 鋳鋼製バルブ
小松プレシジョン 江蘇省常熟市に
製造現地法人設立 IT 関連パーツ、
自動車関連パーツのプレス加工、 金
型
ダイヤ精機製作所 江蘇省常熟市に
製造現地法人設立 コレットチャック
特殊金属エクセル 上海市に製造現
地法人設立 溶融半田材料
長野計器 江蘇省に製造現地法人設
立 圧力スイッチ
ミマキエンジニアリング 浙江省平湖
市に製造現地法人設立 コンピュータ
周辺機器及びインクの開発 ・ 製造
富士通コンポーネント技術開発
2008 年 センター 山東省に製造現地法人
設立 電子部品

GAC 江蘇省江成市に製造現地
法人設立 バスエアコン

ダイナテック 深圳市に製造現地法人
設立 電子部品の金属表面処理加工

2008 年

オリンパス長野事業所 製造現地
シチズンマシナリーミヤノ 製造現地
法人設立 デジタルカメラ、 内視鏡処
法人設立 工作機械、 鋳物部品
置具

2008 年

ユウワ 江蘇省呉江市に製造現地法
人設立 小型精密プラスチック部品 ・
金型の製造

カクショウ工業 製造現地法人設立
金属挽物加工
高島産業 製造現地法人設立 電機
コネクタ部品、 ボンディングキャピラ
リー

2009 年

日精樹脂工業 江蘇省太倉市に
川辺製作所 東莞市に製造現地法人
製造現地法人設立 射出成形機、 関
設立 プラスチック製品試作 ・ 製造
連機器

オリエクス雷電工場 製造現地法人
設立 電子機器 ・ 部品

2009 年

樫山工業信州工場 製造現地法人設
立 真空ポンプ

コヤマ 製造現地法人設立
金属工作機械

2010 年

日本ピスコ 製造現地法人設立
空気圧機器

長野ドライルーブ 製造現地法人設立
ドライルーブ ・ コーティング加工

2009 年

セコニック 深圳市に製造現地法人設
立 複写機周辺機器
日本電産サンキョー 東莞市に製造
現地法人設立 電子部品
羽生田鉄工所 大連市に製造現地
2010 年 法人設立 オートクレープ、 きのこ用
殺菌釜

小林スプリング製作所小諸工場
上海市に製造現地法人設立
精密コイルバネ、 精密板バネ

シナノケンシ 安徽省合肥市に製造現
地法人設立 小型精密モーター

2010 年

多摩川精機 江蘇省太倉市に製造現
地法人設立 サーボモータ ・ 駆動シ
ステム開発 ・ 製造
日本ハーモ 江蘇省蘇州市に
製造現地法人設立 プラスチック成形
品自動送り出し装置

信越精密 製造現地法人設立
精密電子部品
ナガタ 製造現地法人設立
光学レンズ

LADVIK 製造現地法人設立 電子
産業部品、 住宅関連部品、 自動車
関連部品

ヨシカズ 江蘇省太倉市に製造現地
法人設立 モーター組立
2011 年

IHI シバウラ 江蘇省常熟市に製造現 山洋電気上田事業所 広東省中山
地法人設立 産業用ディーゼルエンジ 市に製造現地法人設立 電気機械器
ン
具

2011 年

メクトロン 浙江省杭州市に製造現地 長野日本無線 深圳市に製造現地
法人設立 精密機械
法人設立 各種電子機器

エムケーカシヤマ 製造現地法人
設立 車両用ブレーキ部品

2011 年

オリオン機械 製造現地法人設立 空
圧機器エアドライヤ等

アート金属 製造現地法人設立
ピストン、 ピストンピン

コガネイ 製造現地法人設立
空気圧機器

城南製作所 製造現地法人設立 自
動車部品

テクノエクセル 製造現地法人設立
家電部品

桜井製作所 製造現地法人設立
金属プレス加工 ( 自動車部品）

トーピーファスナー工業 製造
現地法人設立 輸送用機器

サンコー 製造現地法人設立 精密
プレス部品、 精密プラスチック製品
前角製作所 遼寧省沈阳市に
2012 年
製造現地法人設立 油圧部品

中信高周波 江蘇省張家港市に
製造現地法人設立 金属熱処理

みくに工業 深圳市に製造現地
法人設立 時計針、 コネクタ等

城南製作所 湖北省武漢市に製造
現地法人設立 自動車部品

2012 年

平出精密 製造現地法人設立
精密板金部品の開発 ・ 製造
日精樹脂工業 製造現地法人設立
射出成形機

資料 ： 長野県貿易協会 『長野県関係企業海外事業名簿 2000』、 ジェトロ長野貿易センター 『長野県海外進出企業名簿 2013』、 各種新聞報道より作成

2012 年

共進 製造現地法人設立
精密金属加工部品

飯山精器 製造現地法人設立
油圧機器部品

スワコ精密工業 製造現地法人設立
金属部品精密加工、 FA 化装置製作

日本電産セイミツ 製造現地法人設
立 モーター

