
『中南米日系社会との連携調査団（ブラジル派遣）』参加予定企業・法人

No. 社名
所在地

（県市区）
従業員数 氏名 役職 事業概要 視察したい場所、訪問したい機関・企業

1
（日本語）株式会社栄組

（英語）SAKAEGUMI CORPORATION

岩手県

遠野市
32

（ふりがな）ささき　よしひろ

（漢字）佐々木　栄洋

（ローマ字）Yoshihiro SASAKI

（日本語）専務取締役

（英語）Senior Managing Director

建設工事（土木、建築、舗装等）のほか、独自に開発したコンクリートのひ

び割れ注入技術を事業の核に、日本全国でコンクリート補修事業を展開して

いる。特許を有する技術。従来技術と比較し、補修コストを抑えつつ実現さ

せた補修品質の大幅な向上、補修対象や補修材料を特定させることのない自

由度の高い適応力、環境負荷の低減などが高く評価されている。

政策決定・執行者へのヒアリング、関係団体、インフラにか

かわる業務に従事する方々との意見交換。建設産業にかかわ

る日系団体・企業の視察、訪問。

2
（日本語）株式会社ジャパン・フラワー・コポレション

（英語） Japan Flower Corporation Co.,Ltd

富山県

射水市
53

（ふりがな）まつむら　みつよし

（漢字）松村 光祥

（ローマ字）Matsumura Mitsuyoshi

（日本語）代表取締役 副社長

（英語）Exective Vice President

弊社は、日本最大の花の小売店舗数を誇り、スクール運営やブライダル事業

、花卉の流通コンサルティングなど多様な事業を手掛ける業界3位の花卉総

合事業会社。弊社代表の実家(有)山文青果市場は今も続く創業140年余の青

果・花卉仲卸業で、両社合わせて花と農作物の流通においては国内で盤石な

地位を築いてきた。海外（ベトナム・ラオス・ライ）での種苗販売・日本独

自ノウハウの農業生産・加工・販売をもうひとつの主力事業として育成・拡

大中。「日本の農業方式を活用する農業ソリューション提供」をブラジルで

も展開していきたい。日本のオリジナル種苗・完熟堆肥製造システム『リサ

イクルトップシステム』の販売、日本ノウハウ安全安心農業生産方式をブラ

ジルに輸出したい。

農業生産法人 

種苗会社

肥料 有機堆肥会社 

花生産会社

3
（日本語）宇都宮工業株式会社

（英語）Utsunomiya industries Co.,Ltd

東京都

江東区
30

（ふりがな）うつのみや ひでお

（漢字） 宇都宮 秀雄

（ローマ字）UTSUNOMIYA HIDEO

（日本語）代表取締役

（英語）Representative director

揚排水設備事業と水処理・上下水道環境事業の２事業を柱として営業してい

る。1969年の創業以来、プラント大型雨水排水ポンプから、上・下水処理プ

ラント、発電プラントなどの給水・空調用ポンプに至るまで、設計・施工・

保守・メンテナンスとワンストップのサービスを東京都及び近隣県において

提供してきた。日本の上下水処理は世界的にも技術が高く、その中でも提案

法人は特に、油脂系汚泥の再利用や処理施設の機能に障害を及ぼすスカムの

除去など、クリーンで省エネルギーなシステムの構築を提供している。

公共施設の下水処理場、民間企業の産業廃水処理施設等

4
（日本語）株式会社イナダ

（英語）INADA INC.

香川県

三豊市
65

（ふりがな）いなだ　いちろう

（漢字）稲田　伊知郎

（ローマ字）INADA ICHIRO

（日本語）取締役企画室長

（英語）DIRECTOR OF R&D

1つ目は、香川県の大手クレーンメーカー様への部品供給。原材料である鉄

板の切断から曲げ、溶接、塗装までを一貫生産できるシステムを構築してい

ます。納品する部品は5,000種類以上あり、多品種小ロットに対応した生産

管理を強みとしています。2つ目は創業製品でもある農機具や農業用運搬車

輌。

3つ目は産業用バッテリーを核としたOEM製品の販売です。近年では、可搬

式浄水装置の製造販売もスタートしました。

工作機械メーカーのアマダ・ブラジル（サンパウロ州バルエ

リ市）を訪問したいです。現地の板金技術の水準などをお伺

いし、弊社製品の現地製造の可能性を探ることが出来ればと

考えます。

5
（日本語）株式会社東洋高圧

（英語）TOYO KOATSU Co.,Ltd.

広島県

広島市
34

（ふりがな）のぐち　けんじろう

（漢字）野口　賢二郎

（ローマ字）KENJIRO NOGUCHI

（日本語）取締役会長

（英語）CHAIRMAN

創業以来40年以上にわたり高温高圧装置を受注製造・販売してきた。世界で

初めての汎用型超高圧処理装置を開発した。『圧力を利用した調味料製造方

法』を実現することができ、様々な食品や化粧品原料の付加価値を大きく向

上する。大手育毛会社に年間3t以上の納品、またアルガンオイル、ツバメの

巣

などを含めると年間5t以上の原料を納品している。ブラジル原産の果実や農

作物（可能であれば魚介類も検討したい）を現地にて高圧処理により、熱を

使わない殺菌・静菌を行い、ブラジル国内外での販売を想定している。

視察したい場所： 食品加工工場、化粧品製造工場

訪問したい機関・企業：食品加工会社、化粧品会社、農務省

もしくは農牧供給省、農業開発省、厚生省、ブラジル日本商

工会議所など

期待されている点：加工技術の技術水準及び法規制、関税な

どを確認したい

6
（日本語）株式会社南日本化学

（英語）MINAMINIPPONKAGAKU Co., Ltd.

沖縄県

浦添市
6

（ふりがな）やまぎし たかのり

（漢字）山岸 高則

（ローマ字）Yamagishi takanori

（日本語）代表取締役

（英語）CEO

主力製品は、ナノ消臭除菌水「ハイパーガード」。殺菌力、消臭、漂白効果

は次亜塩素酸ナトリウムの4 ～10 

倍。人や動物のいる空間に直接噴霧が出来ます。皮膚の炎症、手荒れを低減

、頻度の高い手洗い、洗顔などの職場に最適。トリハロメタンがほとんど発

生しない環境にやさしい殺菌。ブラジル全土の水産、畜産、医療現場、不衛

生地域等でそれらと関連のある企業と8業務提携をして製品の普及を行いた

い。

食品製造業、水産業、畜産業、不衛生地域、量販店、飲食店

などにおける消毒・

殺菌システムの現状を把握し、それ等に携わる企業について

調査したい。

7
（日本語）救急薬品工業株式会社

（英語）Kyukyu Pharmaceutical Co., Ltd.

富山県

射水市

(工場)

240

（ふりがな）みやかわ　たかゆき

（漢字）宮川　貴之

（ローマ字）Takayuki Miyakawa

（日本語）グループ長

（英語）Group Leader

医薬品(消炎鎮痛外用貼付剤、全身作用性外用貼付剤、口腔内速溶性フィル

ム製剤、口腔内貼付型フィルム製剤)の研究開発および製造。使用するひと

びとが使いやすい、付加価値のある製剤の開発に特化し、使用感の向上、安

定的な薬物送達ができる製剤を開発・製造・供給している。

基本的に、製薬企業、医薬品輸入販売企業、医薬品卸企業、

医薬品販売企業（チェーンドラッグストア等）との情報交換

、商談を希望いたします。

8
（日本語）アイシン共聴開発株式会社

（英語）Aishinkk Co.,ltd

東京都

西東京市
50

（ふりがな）ひだか　まさと

（漢字）日高　正人

（ローマ字）MASATO HIDAKA

（日本語）代表取締役社長

（英語）CEO

• 受信設備に関する工事の調査・設計・施工・保守

• 送信設備に関する工事の調査・設計・工事・保守

•  幹線工事

• 宅内引き込み工事

• 保守メンテナンス

• 屋内電波基地工事

放送インフラ設備、防災無線設備、商業施設、医療機関（販

売先）、商社等（販売代理店）、化学薬品工場（製造）

9
（日本語）株式会社エイ・シー・エム

（英語）ACM CO.,LTD

東京都

墨田区
31

（ふりがな）やまぎし　こういち

（漢字）山岸　康一

（ローマ字）YAMAGISHI KOUICHI

（日本語）常務取締役

（英語）Managing Director

家庭用・業務用浄水器を中心に植物工場向けの活水器、有機土壌改良材、液

肥を製造販売している。他社の土壌改良材に比べ、食味の向上、収量の増加

、土壌中の肥料分過多の矯正などに優位性を発揮している。

視察したい場所：農場、土壌改良剤製造工場など（農作物栽

培にどのような肥料や土壌改良材が使われているのか知りた

い。）食品加工工場、化粧品製品工場

訪問したい機関・企業：農務省もしくは農牧供給省、農業開

発省、厚生省、ブラジル日本商工会議所など

期待されている点：土壌改良剤製造の技術水準及び法規制、

関税などを確認したい。

10
（日本語）株式会社レキサス

（英語）Lexues Inc.

沖縄県

うるま市
68

（ふりがな）ときわぎ りゅうじ

（漢字）常盤木 龍治

（ローマ字）TOKIWAGI Ryuji

（日本語）エバンジェリスト 

事業推進マネージャー

（英語）Evangelist, Business 

Development Manager,

AI/IoT/Cloud/Design/UX（ユーザー体験）を軸とした革新的プロダクト/サー

ビスを提供する企業。

•ウェディングアルバム作成クラウドサービス「PhotoBridge」の企画・開発

・販売 

• 動物病院向け経営・会計クラウドサービス「ハロペ H」 の開発 

• クラウド構築・運用サービス「レキサスクラウド」の開発・販売 

• Web/スマートデバイス向けアプリケーションの企画・開発・販売 

• SAP Cloud Platform/kintone/AWS等のクラウドプラットフォームを用い

た業務アプリケーションの企画・開発・販売 

• UX（ユーザー体験）の設計・開発 

• IoTソリューションの企画・開発・販売 

• 機械学習技術をもちいたサービス開発 

• AR/VRを活用したエンターティメントアプリケーションの企画・開発

ブラジルのTechメディア（日本におけるPublicKeyやITMedia、

日経BPに該当する）企業の第一線の方や、AI、IoT、クラウド

コンピューティングを用いてプロダクト（not 

SI）ビジネスで勝負されている方とお会いしてみたい。

11
（日本語）アンデスフーズジャパン株式会社

（英語）Andes Foods Japan Co.,Ltd.

東京都

新宿区
5

（ふりがな）くらち　たかまさ

（漢字）倉智　隆昌

（ローマ字）Takamasa Kurachi

（日本語）代表取締役

（英語）CEO

南米の食材を輸入販売する輸出入会社。
・ブラジルアマゾンのトメアス市の日系生産者からの乾燥ノニ
・ブラジルのアチバイヤ市の日系生産者からのコプリヌス(乾燥きのこ)
・チリ産エクストラバージンオリーブオイル
また、倉智はブラジル法人BBBR　Ltda.の代表取締役でもありブラジル日系
エンジニアリング会社への農業機械の営業・販売、納入を行うのみならず、
農業機械の現地化支援も行ってきております。

パラナ州、ミナスジェライス州、リオグランデ・ド・スル州
の全て或いは一部の中小・中堅の食品メーカーとの面談を希
望致します。特に新たなる商材として、具体的に引き合いを
頂いている、クレソンチンキ、レモン果汁もしくはライム果
汁を生産及び製造加工するメーカーとの面談を希望致します
。


