１．北京市の日系現地法人
電気機器

傑偉世（中国）投資有限公司
住所：〒 100020

杰伟世（中国）投资有限公司

北京市朝陽区東三環北路 19 号 609-610 室

TEL：10-6581-3050
E メール：
総覧コード：BJ-1191
FAX：
URL：http://www.jvc.com.cn/
形態：有限責任公司（外国法人独資）
期間：1996 年 08 月 20 日～ 2046 年 08 月 19 日 代表者：伊藤努
投資性公司。中国関連企業への増資・新規投資、傘下企業（中国内）産品の販売代行業務
業務：
資本金：3000 万米㌦
業種：電気機器
URL：http://www.jk-holdings.com/

出資：㈱ JVC ケンウッド

代表取締役会長
住所：〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地

河原春郎

その他出資：

TEL：045-450-2837
業種：電気機器
EDINET コード E21320
6632
証券コード
上場区分

北京三箭電子科技有限公司
住所：〒 100020

東証

北京三箭电子科技有限公司

北京市朝陽区東三環中路乙 10 号艾維克大厦第 12 層第 03、04、05A 号

TEL：10-6566-1322
E メール：
総覧コード：BJ-621
FAX：10-6566-1635
URL：
形態：有限責任公司（外国法人独資）
期間：2005 年 07 月 19 日～ 2025 年 07 月 19 日 代表者：時津立夫
携帯電話用キーシート等の携帯電話部品の開発・製造
業務：
資本金：28 万米㌦
業種：電気機器
URL：http://www.sunarrow.co.jp/

出資：サンアロー㈱

代表取締役社長
住所：〒 104-0032 東京都中央区八丁堀 4-10-4 白銅第一ビル

桃原茂

その他出資：

TEL：03-3552-5981
業種：電気機器
EDINET コード
証券コード
上場区分

夏普（中国）投資有限公司
住所：〒 100022

夏普（中国）投资有限公司

北京市朝陽区建国路 108 号 10 層 1005-1006 室

TEL：
E メール：
FAX：
URL：
形態：有限責任公司（外国法人独資）
期間：2011 年 05 月 31 日～ 2061 年 05 月 30 日
中国事業統轄・戦略立案、資金運用・投資活動、シェアードサービス提供、健康環境・情報通
業務：
信の事業本部運営

総覧コード：BJ-91
代表者：菅野信行
資本金：3000 万米㌦
業種：電気機器

URL：http://www.sharp.co.jp/

出資：シャープ㈱

社長

TEL：06-6621-1221
業種：電気機器
EDINET コード E01773
6753
証券コード

片山幹雄

住所：〒 545-8522 大阪市阿倍野区長池町 22-22
その他出資：

上場区分

阿爾派電子（中国）有限公司
住所：〒 100022

東証

阿尔派电子（中国）有限公司

北京市朝陽区建国路 116 号招商局大厦 R2 楼 4 層

TEL：10-6566-0308
E メール：
総覧コード：BJ-20
FAX：10-6566-0093
URL：http://www.alpine.com.cn/
形態：有限責任公司（外国法人独資）
期間：1994 年 12 月 28 日～ 2024 年 12 月 27 日 代表者：小林俊則
アルパイン㈱の中国統括。自動車用音響機器及び情報通信機器の製造・販売
業務：
資本金：9000 万米㌦
業種：電気機器
URL：http://www.alpine.co.jp/

出資：アルパイン㈱

社長

宇佐美徹

住所：〒 141-8501 東京都品川区西五反田 1-1-8
その他出資：

TEL：03-3494-1101
業種：電気機器
EDINET コード E01840
6816
証券コード
上場区分
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東証

（９）電気機器

住所：〒 100023

制电社电气控制系统（北京）有限公司

北京市朝陽区十八里店郷十八里店村 1968 号

TEL：10-8730-8524
E メール：
総覧コード：BJ-255
FAX：10-8730-8534
URL：
形態：有限責任公司（外国法人独資）
期間：2004 年 03 月 08 日～ 2034 年 03 月 07 日 代表者：時実貴美子
電気制御盤の設計・開発・製造・保守・メンテナンス
業務：
資本金：14 万米㌦
業種：電気機器
URL：http://www.seidensha.co.jp/

出資：㈱制電社

代表取締役

時實豊

住所：〒 721-0952 福山市曙町 6 丁目 9 番 16 号
その他出資：

TEL：084-953-4070
業種：電気機器
EDINET コード
証券コード
上場区分

北京京城清達電子設備有限公司
住所：〒 100023

北京京城清达电子设备有限公司

北京市北京経済技術開発区経海二路 5 号 2 号楼一層東側

TEL：10-6738-5176
E メール：sales@bjtsing.com
総覧コード：BJ-1500
FAX：10-6738-5154
URL：http://www.bjtsing.com/index.asp
形態：有限責任公司（法人独資）
期間：2002 年 05 月 24 日～ 2022 年 05 月 23 日 代表者：陸峰
STN-LCD 製造装置の設計製作及び OEM 製品の製造
業務：
資本金：3306 万元
業種：電気機器
URL：http://www.iinuma-gauge.co.jp/

出資：㈱飯沼ゲージ製作所

代表取締役社長
住所：〒 391-8550 長野県茅野市玉川字原山 11400-1078
その他出資：邦威科学技術㈲

飯沼貞幸

清大天达光电科技㈲

TEL：0266-79-5600
業種：電気機器
EDINET コード
証券コード
上場区分

松下電工（中国）有限公司
住所：〒 100025

松下电工（中国）有限公司

北京市朝陽区建国路 79 号華貿中心 2 号写字楼 6 層、7 層 703 室

TEL：10-5925-5988
E メール：
FAX：
URL：
形態：有限責任公司（外国法人独資）
投資持株会社
業務：

出資：パナソニック㈱

総覧コード：BJ-227
期間：1997 年 09 月 29 日～ 2047 年 09 月 28 日 代表者：山本晃弘
資本金：4649 万元
業種：電気機器
URL：http://panasonic.jp/
社長

TEL：06-6908-1121
業種：電気機器
EDINET コード E01772
6752
証券コード

大坪文雄

住所：〒 571-8501 大阪府門真市大字門真 1006
その他出資：

上場区分

富士通（中国）有限公司
住所：〒 100025

富士通（中国）有限公司

北京市朝陽区東四環中路 56 号遠洋国際中心 A 座 13 層

TEL：10-5969-1031
E メール：
FAX：10-5969-1099
URL：http://www.fujitsu.com/cn/
形態：有限責任公司（外国法人独資）
期間：1995 年 05 月 04 日～
電子通信領域の投資、投資先企業への業務支援、研究開発センターの設置、投資のコンサルティ
業務：
ングサービス

出資：富士通㈱

東証

総覧コード：BJ-399
代表者：北野滋
資本金：8677 万元
業種：電気機器

URL：http://jp.fujitsu.com/

社長 山本正已
住所：〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター
その他出資：

TEL：03-6252-2220
業種：電気機器
EDINET コード E01766
6702
証券コード
上場区分
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東証

電気機器

制電社電気控制系統（北京）有限公司

