
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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・ＩＴ・サービス関連企業計 21 社を
⼤阪に招き、個別商談会を開催いたします。関⻄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 ︓2017 年 9 ⽉ 29 ⽇(⾦)  10:00〜17:00   (開場 9:50)             
 会    場 ︓⼤阪産業創造館 4Ｆ イベントホール（⼤阪市中央区本町 1-4-5） 
 主    催 ︓⼤阪市     *平成 29 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（予定）︓在⼤阪フィリピン総領事館商務部、⼤阪商⼯会議所 
 後援（予定）︓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、 

公益財団法⼈⼤阪産業振興機構、⼤阪・海外市場プロモーション事業推進協議会 
 来 ⽇ 企 業︓21 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/philli0929 

 事  務  局 ︓⼀般財団法⼈⼤阪国際経済振興センター(IBPC ⼤阪) 担当︓陳・在⽥ 
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 2017（⼤阪） 参加申込書】 
FAX︓06-6615-5518  IBPC ⼤阪 陳・在⽥宛て  申込締切⽇︓ 9 ⽉ 22 ⽇（⾦） 
貴社名 

貴団体名 

⽇本語 業種・事業内容 

英 語  

所在地  

参加者名  部署・役職名  

連絡先 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。 

□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（   ）（   ）（   ）   □16:00〜17:00  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。 
 
 

フィリピンビジネス商談会 2017（⼤阪） 
〜フィリピン⼯業⽤品・ＩＴ・サービス企業との個別商談会〜 

参加費無料︕ 

通訳無料︕ 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１．APPLIED MACHINING CORPORATION 

・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。 
 

●会社概要 
■設⽴︓2010 年 
■従業員︓300 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/1050 万⽶ドル 
■事業内容︓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 

■主要商品︓精密機械加⼯部
品（航空機⽤、⾃動⾞、バイ
ク⽤等） 

■認証︓ISO9001/AS9100 

商談⽬的︓A:⽇本企業から製品の購⼊           B:合弁会社の設⽴           C:代理店探し       D:共同研究、技術提携   

E:OEM、受託⽣産                   F:販売先探し              G:その他 

FAMOUS SECRET PRECISION 
   MACHINING, INC. 

・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。  
 

●会社概要 
■設⽴︓1994 年 
■従業員︓380 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/780 万⽶ドル 
■事業内容︓航空機・⾃動⾞部

品製造業 
■主要商品︓機械加⼯部品（航

空機⽤、⾃動⾞、バイク⽤
等） 

■認証︓ISO9001/ISO9100 

EMS COMPONENTS ASSEMBLY, INC. 

               
               
 ・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    
 

●会社概要 
■設⽴︓2004 年 
■資本⾦︓100 万⽶ドル 
■従業員︓15663 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/6000 万⽶ドル 
■事業内容︓電気電⼦機器部

品製造業（EMS） 
■主要商品︓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 
■認証︓ISO9001/ISO16949 

商談⽬的︓E,B,G 

               
・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。 
 

●会社概要 
 
■事業内容︓電気電⼦機器部品
製造業（EMS）、パワー半導体
組⽴業 
■主要商品︓⾃動⾞、電気電⼦、
医療機器⽤電⼦部品、半導体 
■認証︓
ISO9001/ISO13485/ISO14
001/ISO16949/AS9100 

2． 

３． 4． 

www.applied-machining.com/ www.famoussecret.com/ 

www.emscai.com/ 

INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS, INC./ SURFACE 
TECHNOLOGY INTERNATIONAL PHILIPPINES, INC.  
(STI) 

www.global-imi.com/jp   www.sti-limited.com/ 

商談⽬的︓E,B,G 

商談⽬的︓IMI:E,F,D,B,C,A,G          STI:E,C,B,A 

商談⽬的︓E,B,D 



商談⽬的︓A:⽇本企業から製品の購⼊           B:合弁会社の設⽴           C:代理店探し       D:共同研究、技術提携   
E:OEM、受託⽣産                   F:販売先探し              G:その他 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・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 

●会社概要 
■設⽴︓1999 年 
■従業員︓1858 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/4550 万⽶ドル 
■事業内容︓電気電⼦機器部
品製造業（EMS） 
■主要商品︓PCB、FCB、組
⽴、製品設計、SCM 
■認証︓
ISO9001/ISO13485/ISO14
001 

 

商談⽬的︓E,D,B,A,G,C,F 

・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。 
 

●会社概要 
■設⽴︓1989 年 
■資本⾦︓40 万⽶ドル 
■従業員︓1858 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/120 万米ドル 
■事業内容︓リサイクル業 
■主要商品︓⾦属、プレスチッ

ク、スクラップの回収 

 

 

・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。 

●会社概要 
■設⽴︓2016 年 
■資本⾦︓4 万⽶ドル 
■従業員︓6 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/16 万⽶ドル 
■事業内容︓アルミニウム溶

鉱炉の製造、修理。 
■主要商品︓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） 

商談⽬的︓B,C,A,E 

・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。 
 

●会社概要 
■設⽴︓1999 年 
■資本⾦︓200 万⽶ドル 
■売上⾼︓ 

2016 年/120 万⽶ドル 
■事業内容︓治⼯具製造業 
■主要商品︓精密ツール、治

具、⾦型、機械加⼯部品 
■認証︓ISO9001 

 

IONICS EMS, INC. 5． 6． CANDIE MAE METAL SCRAP AND 
HAULING SERVICES, INC. 

GREEN REFRATECHNOLOGIES INC. 7． VJF PRECISION TOOLINGS CORP. 8． 

www.ionicsgroup.com/ www.facebook.com/candiemaemetalscrap/ 

www.vjfprecisiontoolings.com www.facebook.com/pages/Green-
Refratechnologies/407446019320989 

商談⽬的︓B,F 

商談⽬的︓B,A,F,C,E,D,G 



商談⽬的︓A:⽇本企業から製品の購⼊           B:合弁会社の設⽴           C:代理店探し       D:共同研究、技術提携   
E:OEM、受託⽣産                   F:販売先探し              G:その他 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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。 
 
 

●会社概要 
■設⽴︓1987 年 
■資本⾦︓5 万⽶ドル 
■従業員︓150 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/20 万⽶ドル 
■事業内容︓学校の運営/教育

⽤玩具、調理器具の製造業 
■主要商品︓学校の運営/教育

⽤玩具、調理器具の製造・販
売 

 

商談⽬的:F,E,B,G 

・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。  
 

●会社概要 
■設⽴︓1996 年 
■資本⾦︓40.8 万⽶ドル 
■従業員︓10 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/20 万⽶ドル  
■事業内容︓⼯業⽤化学製品

の製造業  
■主要商品︓ 

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） 

・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。   
 
 

●会社概要 
■設⽴︓1996 年 
■資本⾦︓40.8 万⽶ドル 
■従業員︓26 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/50 万⽶ドル  
■主要商品︓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 

商談⽬的︓E, F,B,C,D 

・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         
 
 

●会社概要 
■設⽴︓2002 年 
■資本⾦︓10 万⽶ドル 
■従業員︓14 ⼈ 
■売上⾼︓ 

2016 年/25 万⽶ドル 
■事業内容︓ 
■主要商品︓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 
 

 

9． MERR-C SOCIETY OF THE WORD 
FOUNDATION, INC. / RMC HANDICRAFTS SC LACSON ENTERPRISES, INC. 10. 

11. APSYS SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
INC. ASTRA (Philippines) Inc. 12. 

www.sclacson.com.ph/ 

www.apsysph.com www.astra.ph/index 

www.facebook.com/Merr-C-Society-of-the-Word-
Foundation-1449485672033506/ 

商談⽬的︓C,A,B,D,F,E,G 

商談⽬的︓G 



商談⽬的︓A:⽇本企業から製品の購⼊           B:合弁会社の設⽴           C:代理店探し       D:共同研究、技術提携   
E:OEM、受託⽣産                   F:販売先探し              G:その他 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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。 
 
 

●会社概要 
■設⽴︓2015 年 
■従業員︓12 ⼈ 
■事業内容︓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 

■主要商品︓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 

商談⽬的︓F,A,B,C,D,E 

・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。 

●会社概要 
 
■事業内容︓旅⾏業者代理店業 
■主要商品︓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） 

 

・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。 

●会社概要 
 
■資本⾦︓5 千万⽶ドル 
■事業内容︓ 

インテリアデザイン、 
商業デザイン 

■主要商品︓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 

 

商談⽬的︓B,D 

・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。 
 

●会社概要 
 
■設⽴︓2001 年 
■事業内容︓ホテルおよび 

レストランの経営 
■主要商品︓ホテルおよび 

レストランの経営 
 

 

13. PHILIPPINE NATIONAL IT STANDARDS 
(PHILNITS) FOUNDATION, INC. DISCOVERY ISLAND TRAVEL & TOURS 14. 

ILM INTERIOR DESIGN CONCEPT 15. VIVERE HOTEL & RESORTS 16. 

philnits.org/ discovery-islands.com/index.html 

www.irissmangio.com/ viverehotel.com.ph/ 

商談⽬的︓B 

商談⽬的︓F,B,C,A 



商談⽬的︓A:⽇本企業から製品の購⼊           B:合弁会社の設⽴           C:代理店探し       D:共同研究、技術提携   
E:OEM、受託⽣産                   F:販売先探し              G:その他 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・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。 
 
 

●会社概要 
■設⽴︓1982 年 
■資本⾦︓18 万⽶ドル 
■従業員︓15 ⼈ 
■事業内容︓⼈材紹介・ 

派遣サービス 
■主要商品︓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） 

 

商談⽬的︓G,B,C,A 

・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。 
 

●会社概要 
 
■設⽴︓2001 年 
■従業員︓300 ⼈ 
■事業内容︓⼈材紹介・ 

派遣サービス 
■主要商品︓専⾨職、スキルワ

ーカー、研修⽣、インター
ン、看護⼠などの⼈材派遣 

 

・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。 

●会社概要 
■設⽴︓2000 年 
■資本⾦︓6.5 万⽶ドル 
■従業員︓6 ⼈ 
■事業内容︓⼈材派遣サービ
ス 
■主要商品︓海外へ看護⼠、介

護⼠、ハウスキーパー、⼯場
労働者の⼈材派遣 

 

商談⽬的︓B,F 

・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。 

●会社概要 
■設⽴︓2016 年 
■資本⾦︓2 万⽶ドル 
■従業員︓ 
■売上⾼︓ 

2016 年/1.2 万⽶ドル 
■事業内容︓不動産業、 

関連サービス 
■主要商品︓オフィス、住宅、

ホテル、商業施設等の不動
産の販売と関連サービス 

●会社概要 
■設⽴︓2014 年 
■従業員︓15 ⼈ 
■売上⾼︓2015 年/300 万⽶ドル 
■事業内容︓不動産プロジェクト

開発、不動産投資、株式投資 
■主要商品︓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 

商談⽬的︓B,C,D,E,A,F,G 

AMCAAJ INTL RECRUITMENT AGENCY 17. LED EXPRESS SERVICES, INC. 18. 

SK MANPOWER CONSULTANT 19. 20. ARM REALTY GROUP 

MIRAIZO GROUP, INC. 21. 

www.amcaajintl.com.ph www.facebook.com/LED-Express-Services-Inc-Manpower-
Agency-126098184067511/ 

www.skmanpowerconsultant.com/about-us/ armrealtygroup.com/index.php/about/ 

miraizogroup.com/ 

商談⽬的︓B,C,A,D,E,F,G 

商談⽬的︓B,D,E 

・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 




