
蘇州・無錫地区モノづくり商談会
苏州/无锡地区制造业洽谈会

主催 / 主办
日本貿易振興機構上海事務所・蘇州日商倶楽部・無錫日商倶楽部
日本贸易振兴机构上海事务所・苏州日商俱乐部・无锡日商俱乐部

協力 / 协办
丹陽日商会 / 丹阳日商会

後援 / 支持
在上海日本国総領事館 / 日本国驻上海总领事馆

日時 ： 2018年3月20日(火) 9：00～17：00
时间 ： 2018年3月20日(周二) 9：00～17：00

会場 ： 蘇州日航ホテル 2F 大宴会庁

（蘇州市新区長江路368号）

地点 ： 苏州日航酒店 2F 大宴会厅
（苏州市新区长江路368号）

出展 ： 蘇州日商倶楽部・無錫日商倶楽部

・丹陽日商会所属の製造・ものづくり企業

展商 ： 制造业相关的苏州日商俱乐部、
无锡日商俱乐部和丹阳日商会的会员企业

形式 ： 入場無料、会場受付で名刺をご提出ください。

形式 ： 免费参观，请在会场接待处提交名片。



会場案内図
会场指示图

蘇州日航ホテル 2F 大宴会庁

苏州日航酒店 2F 大宴会厅



出展企業一覧 / 展商一览

出展社名（日文） 参展公司名（中文）

A01 株式会社　新鋭産業 苏州新锐电子工业有限公司

A02 株式会社エムアイモルデ 苏州昂爱模具有限公司

A03 水沢工業株式会社 水泽轻金属科技(苏州)有限公司

A04 SUS株式会社 苏州速思科技有限公司

A05 株式会社　富山 富山技研金属制造（苏州）有限公司

A06 株式会社大喜金属製作所 苏州大喜金属制品有限公司

A07 萬新有限会社 雅玛札崎（苏州）精密冲压有限公司

A08 NISSHA株式会社 日写(昆山)精密模具有限公司

A09 光和商事株式会社 苏州光之和贸易有限公司

A10 林フェルト株式会社 林立精密工业（苏州）有限公司

A11 株式会社 パーツ精工 发驰精工金属制品（深圳）有限公司苏州分公司

A12 オーティス株式会社 奧得時精密电子（苏州）有限公司

A13 株式会社　イセテック 六基精密玻璃（苏州）有限公司

A14 株式会社ミスズ工業 明思作机电（无锡）有限公司

A15 神鋼商事株式会社 神商精密器材（苏州）有限公司

B01 岡谷鋼機株式会社 上海冈谷钢机有限公司 苏州分公司

B02 エンシュウ株式会社 远州（青岛）机床商贸有限公司苏州分公司

B03 マツモト産業株式会社 广州松本技商贸易有限公司 苏州分公司

B04 中田エンヂニアリング株式会社 苏州中田机械有限公司

B05 タカネ電機株式会社 高岭电子(苏州)有限公司

B06 鯖江精機株式会社 苏州鲭精自动机械有限公司

B07 株式会社鯖江工業所 苏州鲭工科技有限公司

B08 株式会社ジーネット 苏州雷特尔机电贸易有限公司

B09 日特エンジニアリング株式会社 日特机械工程(苏州)有限公司

B10 マルゴ工業株式会社 无锡利美科技有限公司

C01 株式会社ヒラタ 平田精密器材（苏州）有限公司

C02 ジオマテック株式会社 吉奥马科技（无锡）有限公司

C03 株式会社日立ハイテクノロジーズ 日立仪器（苏州）有限公司

C04 株式会社　大日光エンジニアリング 赛斯电子(无锡）有限公司

C05 ワボウ電子株式会社 和纺电子(苏州)有限公司

C06 セキアオイテクノ株式会社 赤葵电子（无锡）有限公司

D01 アイロップ株式会社 艾绿富国际贸易(上海)有限公司

D02 大竜化成株式会社 大龙化成商贸（苏州）有限公司

D03 株式会社サイマコーポレーション 常州科傲胜贸易有限公司

D04 株式会社アルテコ 安特固科技（无锡）有限公司

D05 ダイナパック株式会社 泰纳包装（苏州）有限公司

D06 日東発条株式会社 无锡美上日东弹簧有限公司

E01 株式会社　アドバンス 爱德邦斯（苏州）模型设计有限公司

E02 DOWAエコシステム株式会社 苏州同和资源综合利用有限公司

E03 株式会社　ニホンパッケージ　 巴开吉（苏州）工业设备包装有限公司

E04 株式会社　きもと 沈阳木本实业有限公司苏州分公司

E05 ユアサ商事株式会社 汤浅商事（上海）有限公司苏州分公司

E06 SGシステム株式会社 无锡飞速物流信息科技有限公司

E07 株式会社アルメディオ 阿尔赛（苏州）无机材料有限公司

E08 富士通クオリティ・ラボ株式会社 富士通综合质量技术（苏州）有限公司

E09 ワイヂーエル株式会社 无锡山岸包装材料有限公司

F01 一井工業株式会社 一井汽车部件（丹阳）有限公司　　

F02 株式会社旭工業所 丹阳旭铃精密零部件有限公司

F03 シグマ株式会社 希格玛精密机械（江苏）有限公司

F04 ダイセル　株式会社 大赛璐安全系统（江苏）有限公司

F05 アイチシステム株式会社 爱知西斯特姆（丹阳）汽车部件有限公司

F
丹陽日商会

丹阳日商会

E
総   合

综    合

B
機械・組立・

自動化・樹脂成型
机械・组装・

自动化・树脂成型

エリア名（区域名）

C
電気・電子関連

电气・电子相关

D
素材・工具・

消耗品・日用品
材料・工具・

消耗品・日用品

A
部品・部品加工
零部件・零部件加工



五十音順索引 拼音顺索引

No 会社名
ブース
番号

1 アイチシステム株式会社 F05

2 アイロップ株式会社 D01

3 株式会社旭工業所 F02

4 株式会社　アドバンス E01

5 株式会社アルテコ D04

6 株式会社アルメディオ E07

7 株式会社　イセテック A13

8 一井工業株式会社 F01

9 SGシステム株式会社 E06

10 SUS株式会社 A04

11 株式会社エムアイモルデ A02

12 エンシュウ株式会社 B02

13 オーティス株式会社 A12

14 岡谷鋼機株式会社 B01

15 株式会社　きもと E04

16 光和商事株式会社 A09

17 株式会社サイマコーポレーション D03

18 株式会社鯖江工業所 B07

19 鯖江精機株式会社 B06

20 株式会社ジーネット B08

21 ジオマテック株式会社 C02

22 シグマ株式会社 F03

23 株式会社　新鋭産業 A01

24 神鋼商事株式会社 A15

25 セキアオイテクノ株式会社 C06

26 株式会社大喜金属製作所 A06

27 ダイセル　株式会社 F04

28 ダイナパック株式会社 D05

29 株式会社　大日光エンジニアリング C04

30 大竜化成株式会社 D02

31 タカネ電機株式会社 B05

32 DOWAエコシステム株式会社 E02

33 株式会社　富山 A05

34 中田エンヂニアリング株式会社 B04

35 NISSHA株式会社 A08

36 日東発条株式会社 D06

37 日特エンジニアリング株式会社 B09

38 株式会社　ニホンパッケージ　 E03

39 株式会社 パーツ精工 A11

40 林フェルト株式会社 A10

41 株式会社日立ハイテクノロジーズ C03

42 株式会社ヒラタ C01

43 富士通クオリティ・ラボ株式会社 E08

44 マツモト産業株式会社 B03

45 マルゴ工業株式会社 B10

46 萬新有限会社 A07

47 株式会社ミスズ工業 A14

48 水沢工業株式会社 A03

ヤ 49 ユアサ商事株式会社 E05

50 ワイヂーエル株式会社 E09

51 ワボウ電子株式会社 C05
ワ

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

No 公司名 展位

1 阿尔赛（苏州）无机材料有限公司 E07

2 爱德邦斯（苏州）模型设计有限公司 E01

3 艾绿富国际贸易(上海)有限公司 D01

4 爱知西斯特姆（丹阳）汽车部件有限公司 F05

5 安特固科技（无锡）有限公司 D04

6 奥得时精密电子（苏州）有限公司 A12

B 7 巴开吉（苏州）工业设备包装有限公司 E03

8 常州科傲胜贸易有限公司 D03

9 赤葵电子（无锡）有限公司 C06

10 大龙化成商贸（苏州）有限公司 D02

11 丹阳旭铃精密零部件有限公司 F02

12 大赛璐安全系统（江苏）有限公司 F04

13 发驰精工金属制品（深圳）有限公司苏州分公司 A11

14 富山技研金属制造（苏州）有限公司 A05

15 富士通综合质量技术（苏州）有限公司 E08

16 高岭电子(苏州)有限公司 B05

17 广州松本技商贸易有限公司 苏州分公司 B03

H 18 和纺电子(苏州)有限公司 C05

19 吉奥马科技（无锡）有限公司 C02

20 林立精密工业（苏州）有限公司 A10

21 六基精密玻璃（苏州）有限公司 A13

M 22 明思作机电（无锡）有限公司 A14

P 23 平田精密器材（苏州）有限公司 C01

24 日立仪器（苏州）有限公司 C03

25 日特机械工程(苏州)有限公司 B09

26 日写(昆山)精密模具有限公司 A08

27 赛斯电子(无锡）有限公司 C04

28 上海冈谷钢机有限公司 苏州分公司 B01

29 神商精密器材(苏州)有限公司 A15

30 沈阳木本实业有限公司 苏州分公司 E04

31 水泽轻金属科技(苏州)有限公司 A03

32 苏州昂爱模具有限公司 A02

33 苏州大喜金属制品有限公司 A06

34 苏州光之和贸易有限公司 A09

35 苏州雷特尔机电贸易有限公司 B08

36 苏州鲭工科技有限公司 B07

37 苏州鲭精自动机械有限公司 B06

38 苏州速思科技有限公司 A04

39 苏州同和资源综合利用有限公司 E02

40 苏州新锐电子工业有限公司 A01

41 苏州中田机械有限公司 B04

42 泰纳包装（苏州）有限公司 D05

43 汤浅商事（上海）有限公司苏州分公司 E05

44 无锡飞速物流信息科技有限公司 E06

45 无锡利美科技有限公司 B10

46 无锡美上日东弹簧有限公司 D06

47 无锡山岸包装材料有限公司 E09

X 48 希格玛精密机械（江苏）有限公司 F03

49 雅玛札崎（苏州）精密冲压有限公司 A07

50 一井汽车部件（丹阳）有限公司 F01

51 远州（青岛）机床商贸有限公司苏州分公司 B02

Y
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G

J

R
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出展企業情報

No
ブース

番号
出展企業名 日本本社名 購買品（出展企業が買いたいもの） 販売品（出展企業が売りたいもの）

1 A01 蘇州新鋭電子工業有限公司 株式会社　新鋭産業 板金表面処理、プレス材料、金型材料
プレス精密金型、プレス部品、
モールド部品、板金部品、電子機器ユニット
と完成品組立品

2 A02 蘇州昂愛模具有限公司 株式会社エムアイモルデ 射出成形金型部品、プレス金型部品
射出成形金型及び金型パーツ、
精密プレス金型及び金型パーツ

3 A03 水沢軽金属科技有限公司 水沢工業株式会社 ダイカスト鋳造に必要な全ての機材 マグネ・アルミダイカスト製品

4 A04 蘇州速思科技有限公司 SUS株式会社 -
自社アルミ製品
IAI社製品

5 A05
富山技研金属制造（蘇州）
有限公司

株式会社　富山 - プレス板金加工部品試作及び生産受託

6 A06 蘇州大喜金属制品有限公司 株式会社大喜金属製作所
鋼材、副資材（段ボール箱、梱包資材等）、
加工油、洗浄剤等

電気製品、建築金物、自動車部品等に使用
される金属加工品（主にプレス品）

7 A07
雅瑪札崎（蘇州）精密沖圧
有限公司

萬新有限会社 - プレス加工及び工具の代理販売

8 A08 日写(昆山)精密模具有限公司 NISSHA株式会社 モールドベース加工会社、金型部品
プラ加飾成形品（IMD,IML加飾）および
精密金型、デジタルガラス加飾品

9 A09 蘇州光之和貿易有限公司 光和商事株式会社
金属機械加工品、樹脂精密加工品、板金製
缶品

（昭和技研工業）ロータリージョイント、
（OASIS）オフィス用簡易型流し台、
高品質加工品

10 A10 林立精密工業（蘇州）有限公司 林フェルト株式会社 ウレタン、テープ、フィルム、不織布
自動車、OA機器、医療等に向き各種ソフトな
打ち抜き品

11 A11
発馳精工金属制品（深圳）
有限公司 蘇州分公司

株式会社 パーツ精工 金属切削部品、ギア部品、板金
医療,機械,光学,OA機器、FA機器などの金属
切削加工品

12 A12 奥得時精密電子(蘇州)有限公司 オーティス株式会社 粘着テープやセッパ類 精密プレス加工品

13 A13 六基精密玻璃（蘇州）有限公司 株式会社　イセテック 冷蔵庫、ワインセラー用扉門用部材
産業用ガラス加工品、冷蔵庫・ワインセラー
用ガラス扉門

14 A14 明思作機電（無錫）有限公司 株式会社ミスズ工業
材料(金属コイル・金属材料)・プレスと鍍金
関連設備・工具消耗品

精密小物高精度金属プレス部品(設計～
部品加工～組立)・金型製作・治工具製作、
表面・熱処理加工

15 A15 神商精密器材(蘇州)有限公司 神鋼商事株式会社 アルミ材料、銅材料
アルミ厚板、アルミ加工品、スパッタリング
ターゲット材

16 B01
上海岡谷鋼機有限公司
蘇州分公司

岡谷鋼機株式会社 - 水溶性廃液濃縮装置

17 B02
遠州（青島）机床商貿
有限公司蘇州分公司

エンシュウ株式会社 -
マシニングセンター (単体機およびシステム
アップ機)、レーザー加工機

18 B03
広州松本技商貿易有限公司
蘇州分公司

マツモト産業株式会社 -
タングステン電極研磨機
タントギ　TA-60CN

19 B04 蘇州中田機械有限公司
中田エンヂニアリング
株式会社

減速機、モーター、制御盤、
ロータリージョイント、ゴムホース

ﾀｲﾔ製造設備及びｺﾞﾑ関係設備の設計、製造
及び販売

20 B05 高嶺電子(蘇州)有限公司 タカネ電機株式会社 電子部品 ワイヤーハーネス、電子機器組立　他

21 B06 蘇州鯖精自動機械有限公司 鯖江精機株式会社 - 自動化合理化機械設計・製作

22 B07 蘇州鯖工科技有限公司 株式会社鯖江工業所 機械加工、板金加工、技術、設計協力会社 自動設備、省力化機器及び生産治具

23 B08 蘇州雷特尓機電貿易有限公司 株式会社ジーネット -
（マーテック）吊り具、アイボルト
（GIGA）洗浄クイル
（蘇州主星金属）ねじ、ボルト、リベット

24 B09 日特機械工程(蘇州)有限公司
日特エンジニアリング
株式会社

- スマート・アダプター

25 B10 無錫利美科技有限公司 マルゴ工業株式会社 - FA省力化自動化設備

26 C01
平田精密器材（蘇州）
有限公司

株式会社ヒラタ 打ち抜き加工品材料、樹脂シート材料
ダイカット製品(両面テープ、フイルム、
ウレタンフォーム、樹脂シートetc.)、
シルク印刷品、ゴム製品

演示者
演示文稿备注
出展企業情報



出展企業情報

No
ブース

番号
出展企業名 日本本社名 購買品（出展企業が買いたいもの） 販売品（出展企業が売りたいもの）

27 C02 吉奥馬科技（無錫）有限公司 ジオマテック株式会社
TP用ガラス基板、FW用ガラス基板、
曲げガラス、樹脂基板

透明導電膜、光学多層膜技術を応用した
AR+AF膜、加飾膜、透明ヒーター、
IRセンサ用AR/ITO膜

28 C03 日立儀器(蘇州)有限公司
株式会社
日立ハイテクノロジーズ

表面処理、冷却ユニット、アクリルカバー、
発砲成型(EPS)断熱材、循環ポンプ、樹脂
切削品、真空部品、鋳物加工品等

卓上顕微鏡、蛍光X線分析装置

29 C04 賽斯電子(無錫)有限公司
株式会社
大日光エンジニアリング

電子機器内蔵基板及び製品組立関連部品 電子機器内蔵基板実装及び製品組立

30 C05 和紡電子(蘇州)有限公司 ワボウ電子株式会社 ハーネス用のコネクター、ケーブル
ワイヤハーネスとSMT（表面実装）から
完成品組立までの委託加工

31 C06 赤葵電子（無錫）有限公司 セキアオイテクノ株式会社 電子部品、機構部品、梱包材 ﾌﾟﾘﾝﾄ基板ASSY、複写機向けﾕﾆｯﾄ

32 D01
艾緑富国際貿易(上海)
有限公司

アイロップ株式会社
段ボール・スチールパレット・プラスチック
トレー等の加工品

包装資材と物流容器

33 D02 大竜化成商貿（蘇州）有限公司 大竜化成株式会社 -
機能性発泡スチロール
・多層成型　・表面加工成型　・意匠成型

34 D03 常州コアス貿易有限公司
株式会社
サイマコーポレーション

切削加工、樹脂成型、鋳物など
「JISねじ」「切削加工」「樹脂成型」「鋳物」
など

35 D04 安特固科技（無錫）有限公司 株式会社アルテコ - 瞬間接着剤・エポキシ樹脂

36 D05 泰納包装(蘇州)有限公司 ダイナパック株式会社
段ボール原紙、フレキソインク、
酢酸ビニル糊、樹脂パレット等

段ボールケース、段ボールパレット、
段ボール積層材、パルプモールド、
化成品緩衝材、印刷紙器等の包装資材

37 D06 無錫美上日東弾簧有限公司 日東発条株式会社
ステンレス鋼線、ピアノ線、
硬鋼線等ばね用材料

コイルばね、直線ばね、スクリュー

38 E01
愛徳邦斯(蘇州)模型設計
有限公司

株式会社　アドバンス
機械加工品、金型成形品、ダイカスト部品、
板金･プレス部品

樹脂・金属部品加工、注型加工部品、
試作金型、試作版金

39 E02 蘇州同和資源綜合利用有限公司
DOWAエコシステム
株式会社

①貴金属含有ｽｸﾗｯﾌﾟ(ｺﾈｸﾀ屑、CPU、貴金属鍍金
屑、電子基板、貴金属付着ｲｵﾝ交換樹脂)、貴金属
含有廃液、②一般廃棄物(銅、非鉄金属、プラスチッ
クなどの有価物)③PC等廃家電・事務機器用品

※処理費をいただくサービスです①廃油，廃溶剤な
どの危険廃棄物処理②事業系一般（非有害）廃棄
物処理　（ロットアウト品，廃棄/期限切れ食品・製
品，機密書類 等）③土壌汚染調査，浄化サービス

40 E03
巴開吉(蘇州)工業設備包装
有限公司

株式会社
ニホンパッケージ

梱包資材並びに機械据付作業に使用する
道具、工具

輸送ダメージに対応した各種梱包の設計・
製造、販売並びに設備・機械の据付け作業

41 E04
瀋陽木本実業有限公司
蘇州分公司

株式会社　きもと -
１、情報共有システム（On1）
２、Window film、投影用フィルム

42 E05
湯浅商事(上海)有限公司
蘇州分公司

ユアサ商事株式会社 -
環境商品（光洋機械　工場用空気洗浄機/
興研　オープンクリーンベンチ）/測定機器（ミ
ツトヨ　U-WAVE（ワイヤレス通信システム））

43 E06
無錫飛速物流信息科技
有限公司

SGシステム株式会社 -
在庫管理システム、販売管理システム、
勤怠・給料計算管理システムの開発

44 E07
阿爾賽（蘇州）無機材料
有限公司

株式会社アルメディオ - 外観検査機、断熱材、工業炉、窯道具

45 E08
富士通総合質量技術(蘇州)
有限公司

富士通クオリティ・ラボ
株式会社

-
工場品質改善支援、材料分析、
信頼性評価、腐食環境対策(エッコチェッカ)
及び電子部品故障解析

46 E09 無錫山岸包装材料有限公司 ワイヂーエル株式会社 真空成型材料PP、PET、PS 真空成型トレイ

47 F01 一井汽車部件（丹陽）有限公司 一井工業株式会社
ナット、ボルト、ピン、表面処理、梱包資材、
アルミ、ステンレス材等

板金プレス部品、溶接組立部品

48 F02 丹陽旭鈴精密零部件有限公司 株式会社旭工業所 アルミダイキャスト、鍛造品
自動車用ミッション、
エンジン部品の精密切削品

49 F03
希格瑪精密机械（江蘇）有限公
司

シグマ株式会社 冷鍛用鉄材料
エアバッグモジュール部品、エンジン・変速機
部品、ワイパーモーター部品

50 F04 大塞璐安全系統(江蘇)有限公司 ダイセル　株式会社
1.金属部品 2.電極 3.包装材
4.設備と生産ライン改造

インフレータ

51 F05
愛知西斯特姆（丹陽）汽車部件
有限公司

アイチシステム株式会社 射出成形機周辺設備、治具等 樹脂部品

演示者
演示文稿备注
出展企業情報



展商信息
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1 A01 苏州新锐电子工业有限公司 株式会社新锐产业 钣金表面处理、冲压材料、模具材料
冲压件、注塑件、板金件、模具设计・
制作、电子机器组件及成品组装

2 A02 苏州昂爱模具有限公司 株式会社昂爱模具 注塑模具周边部品、冲压模具周边部品
注塑模具及零部件、
精密冲压模具及零部件

3 A03
水泽轻金属科技(苏州)
有限公司

水泽工业株式会社 压铸工厂使用 镁、铝合金压铸件和模具

4 A04 苏州速思科技有限公司 SUS株式会社 -
自行研发的铝型材产品
IAI电钢产品

5 A05
富山技研金属制造（苏州）
有限公司

株式会社　富山 - 接受冲压钣金加工部品的试做及生产

6 A06 苏州大喜金属制品有限公司
株式会社大喜金属
制作所

钢材、副资材（纸箱、捆包资材）、
加工油、清洗剂等

电器产品、用于建筑金属、汽车配件等
金属加工产品(主要是冲压件)

7 A07
雅玛札崎（苏州）精密冲压
有限公司

万新有限公司 -
多工位连续冲压加工及五金工具的代理
销售

8 A08 日写(昆山)精密模具有限公司 NISSHA株式会社 模架、模具标准件
成形品（IMD或者一般）、注塑模具、
数码彩釉玻璃（内外装潢、机器部品）

9 A09 苏州光之和贸易有限公司 光和贸易股份有限公司
金属机械加工品、树脂精加工品、
薄金属板制罐品

（昭和技研工业）旋转接头、（OASIS）
可移动式洗手台、高品质加工品

10 A10
林立精密工业（苏州）
有限公司

HAYASHI FELT 海绵、胶带、胶片、不织布
面向汽车、OA机器、医疗等方面的各种
软质模切品

11 A11
发驰精工金属制品（深圳）
有限公司苏州分公司

株式会社 发驰精工 金属零部件加工、齿轮、冲压
以医疗、机械、光学、OA机器、FA机器
等行业为主的金属零部件加工

12 A12
奧得時精密电子（苏州）
有限公司

OTIS株式会社 胶带及膜类产品 片式电子元器件（模切冲压品）

13 A13
六基精密玻璃（苏州）
有限公司

ISETEC.CO.LTD 冰箱、酒柜用配件
工业用玻璃产品及冰箱、
酒柜用玻璃门体

14 A14 明思作机电（无锡）有限公司 株式会社明思作工业
材料（金属卷材、金属材料）、冲压及
镀金相关联的设备、工具消耗品

精密小型部品高精度金属冲压部品
（设计~零部件加工~组装）、
模具制作、治具制作 表面·热处理加工

15 A15
神商精密器材（苏州）
有限公司

神钢商事株式会社 铝材 铜材 铝厚板、铝加工品、溅射用靶材

16 B01
上海冈谷钢机有限公司
苏州分公司

冈谷钢机株式会社 - 水溶性废液浓缩装置

17 B02
远州（青岛）机床商贸
有限公司苏州分公司

日本远州株式会社 -
加工中心(单机及自动生产线设备)、
激光加工机

18 B03
广州松本技商贸易有限公司
苏州分公司

松本产业株式会社 - 钨针研磨机　TANTOGI TA-60CN

19 B04 苏州中田机械有限公司 日本中田工程株式会社
减速机、马达、控制柜、旋转接头、
橡胶软管

轮胎制造设备以及相关设备的设计、
制造和销售

20 B05 高岭电子(苏州)有限公司 日本高岭电机株式会社 电子部品 线束、电子制品组装 等

21 B06 苏州鲭精自动机械有限公司 鲭江精机株式会社 - 自动化合理化机械设计・生产

22 B07 苏州鲭工科技有限公司 株式会社 鲭江工业所
机械加工、钣金加工、技术以及设计的
协力厂家

自动化设备、省力化设备以及生产治具

23 B08 苏州雷特尔机电贸易有限公司 株式会社G-net -
马泰克吊具、旋转吊装螺栓；GIGA切屑
冲洗喷头；苏州主星金属紧固件

24 B09 日特机械工程(苏州)有限公司
NITTOKU ENGINEERING
CO.,LTD.

- 智能型降压稳压器

25 B10 无锡利美科技有限公司 MRG工业株式会社 - 非标自动化设备

26 C01
平田精密器材（苏州）
有限公司

HIRATA PRECISION
PRODUCTS(SUZHOU)CO.,
LTD

双面胶带/薄膜/海绵等材料、
树脂薄板等板材

模切品(双面胶带、薄膜、海绵、树脂
薄板etc.）、丝印品、视窗印刷/雕刻、
橡胶/硅胶品
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27 C02 吉奥马科技（无锡）有限公司 GEOMATEC CO.,LTD.
TP用玻璃基板、FW用玻璃基板、
曲面玻璃、树脂基板

透明导电膜、运用光学多层薄膜技术的
AR+AF膜、加饰膜、透明加热膜、
IR感应用AR/ITO膜

28 C03 日立仪器（苏州）有限公司 株式会社日立高新
表面处理、冷却单元组件、亚格力盖
板、发泡成型（EPS）绝热材、循环泵、
树脂切削品、真空部品、铸造加工品等

桌面显微镜、荧光X射线分析装置

29 C04 赛斯电子(无锡）有限公司 株式会社大日光工程
电子设备内藏基板的电子部品及组立
部品

电子机器内藏基板的实装以及成品组装

30 C05 和纺电子(苏州)有限公司
WABO ELECTRONICS
CO.,LTD.

线束用连接器及电线
线束、表面实装～完成品组装的委托
加工

31 C06 赤葵电子（无锡）有限公司 赤葵科技股份公司 电子部品、构造部品、捆包材 打印机基板部件、复印机单元部品

32 D01
艾绿富国际贸易(上海)
有限公司

AILOP株式会社 纸箱/铁架/物流台车/塑料容器 包装材料和物流容器

33 D02
大龙化成商贸（苏州）
有限公司

大龙化成株式会社 -
机能性发泡EPS
・多层成型 ・表面加工成型 ・美观成型

34 D03 常州科傲胜贸易有限公司 株式会社赛一马 切削加工、树脂成型、铸造件等
「JIS螺丝」「切削加工件」
「树脂成型件」「铸造件」等等

35 D04 安特固科技（无锡）有限公司 ALTECO INC. - 胶粘剂、环氧树脂

36 D05 泰纳包装（苏州）有限公司 DYNAPAC CO.,LTD.
瓦楞原纸、柔性版油墨、白胶水、
塑料铲板等

瓦楞纸箱、瓦楞纸铲板、瓦楞积层材、
纸塑、塑料缓冲材、印刷纸器等包装
资材

37 D06 无锡美上日东弹簧有限公司 日东发条株式会社 不锈钢、琴钢线、碳钢线等弹簧用材料
压簧、扭簧、拉簧、直线弹簧、
扁线弹簧等

38 E01
爱德邦斯（苏州）模型设计
有限公司

株式会社愛徳邦斯
机加工品、模具加工、压铸品、钣金、
冲压品

树脂、金属部品加工、硅胶复模、
简易模具

39 E02
苏州同和资源综合利用
有限公司

同和环保再生事业
有限公司

①含贵金属废料（接插件废料，CPU，电镀贵
金属废料，线路板，贵金属离子交换树脂），
含贵金属废液，②普通废弃物（铜，有色金
属，塑料等有价物）③PC等废家电・事務機器
用品

能够提供的服务1.废油，废溶剂等危险废弃物
处理2.普通废弃物（非有害）处理（不良品，
过期或报废食品，产品，纸类机要文件等）3.
土壤污染调查，土壤净化工程等

40 E03
巴开吉（苏州）工业设备包装
有限公司

NIHON PACKAGE
CO.,LTD.

包装材料及机械作业使用的道具、工具
针对运输中防止发生损害的各种捆包
设计、制造、销售，以及设备、机械的
安装作业

41 E04
沈阳木本实业有限公司
苏州分公司

株式会社 木本 -
1、信息发布系统（On1）
2、窗膜、投影膜

42 E05
汤浅商事（上海）有限公司
苏州分公司

YUASA商事株式会社 -
环境商品（光洋空气洗净机  工厂用空
气洗净机/興研 无尘洁净室/测量机器
（Mitutoyo U-WAVE（无线通信系统））

43 E06
无锡飞速物流信息科技
有限公司

SG系统株式会社 -
库存管理系统、销售管理系统、
考勤・工资计算管理系统的开发

44 E07
阿尔赛（苏州）无机材料
有限公司

株式会社阿尔美迪欧 -
外观检测仪、耐火保温材料、工业炉、
窑具等

45 E08
富士通综合质量技术（苏州）
有限公司

富士通综合质量技术
株式会社

-
工厂品质改善支援，材料分析，信赖性
评价，环境腐蚀对策（爱科环保卡）以
及电子部品的故障解析

46 E09 无锡山岸包装材料有限公司 YGL株式会社 真空成型材料PP、PET、PS 真空成型托盘

47 F01
一井汽车部件（丹阳）
有限公司

一井工业株式会社
螺母、螺栓、销（PIN)、表面处理、
包装材料、铝、不锈钢材

钣金冲压部件、焊接组装部件

48 F02 丹阳旭铃精密零部件有限公司 株式会社旭工业所 铝铸件、锻造品
汽车变速箱、发动机零部件的精密
切削品

49 F03
希格玛精密机械（江苏）
有限公司

希格玛株式会社 冷锻用铁材
安全气囊发射、发动机、变速箱、
雨刮器用部件

50 F04
大赛璐安全系统（江苏）
有限公司

DAICEL CORPORATION
1.金属零件 2.电极 3.包装材
4.设备以及产线改造

气体发生器

51 F05
爱知西斯特姆（丹阳）
汽车部件有限公司

AICHI SYSTEM CO.,LTD. 射出成型机周边设备、夹具等 树脂部品
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