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従業員数 5人

広州市小笠原貿易有限公司は顧客のニーズを最大化するために、これまでに培った多
くのパートナー会社との融合により、あらゆる分野での商材を提供させて頂きます。

企業概要

沿革

We provide services to maximize the benefits of our customers!

With taking advantage of handling a variety of products and with strong relationships with 

numbers of partner companies we offer "comprehensive" solutions to our customers.

Leave everything to us !

広州市小笠原貿易有限公司は、2005年に設立された日本法人有限会社テクの製造技術及び工場管理支援業
務で培った中国及び東南アジアの人脈を活かし、磁性材料を中心とした高品質な製品を安定的にお客様に供給
することで、日本及び中国、東南アジアの発展に貢献することを当社の役割と位置づけ設立致しました。

有限会社テクは工場建設・量産立上プロジェクト、中国各地の工業団地視察、中国+1と期待される東南アジ
ア(カンボジア)工業団地視察、顧客より依頼をうけた商材の量産立上など10年間に渡る中国・東南アジアにお
ける支援業務を通じて人脈を築き上げてきました。弊社はその実績をベースとして工業製品に限らず衣食住に
関わる商材に関しても調達支援させて頂きます。
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軟磁性合金粉末 Metal alloy powder

近年、携帯電話、デジタルカメラをはじめとする電子機
器の進化は目覚しく、小型で高機能、高性能を兼ね備え
た新製品が続々と商品化されています。その性能を支え
る合金粉末。水アトマイズ、ガスアトマイズ装置の他、
特殊冷却装置導入による非晶質(アモルファス合金粉末)
粉末など、各種合金粉末の製造を進めています。真空溶
解方式を採用しFe基各種合金粉末(Fe-Si,Fe-Si-Al,Fe-Si-
Cr・・・)に対応していますので、何なりとご相談くださ
い。

ソフトフェライトコア Soft Ferrite Core

大電力の電源装置に使用されるリアクトル・トランス用
Mn-Zn系大型フェライトコアの製造・販売支援を進めて
います。また、大型コアの他、各種フェライトコア、Ni-
Zi系フェライトコアも対応していますので、何なりとご
相談ください。

軟磁性合金圧粉コア Metal alloy core

圧粉磁心は金属磁性粉末をバインダーと混合して加圧
成形したものですが，飽和磁束密度がフェライトコアと
比較して大きいことから，大電流下でも高透磁率を保つ
ことが可能であり，部品の小型化の要求にも対応できる
という利点があります。弊社では顧客の要求に合わせた
製品を提供致しますので、何なりとご相談ください。

軟磁性ナノ結晶コア Nano crystalline alloy core

ノイズ関連、電源関連、通信関連等の用途に使用される
軟磁性合金薄帯(リボン)を使用したナノ結晶コアの販売
を進めています。トロイダル形状の他リアクター等で使
用されるカットコアなど弊社では顧客の要求に合わせて
製品を提供致しますので、何なりとご相談ください。
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軟磁性合金顆粒 Metal alloy granulation powder

軟磁性合金粉末への要求は結晶系から非晶質系へ、粒度
も細粒が主流となる傾向です。一方、材料トレンドに対
し顆粒の圧潰性、流動性など取扱い含め難易度が増して
いる現状があります。弊社では、絶縁被膜処理に加え、
普通造粒、SPDによる噴霧造粒など各種対応しています
ので、何なりとご相談ください。

磁性シート Magnetic sheet

磁性シートは、薄く、柔軟性を持つ焼結体フェライトを
採用し透磁率100～180(13.56MHz)を実現しました。こ
の磁性シートは、NFC・ワイヤレス充電・RFID等におい
て使用されています。各種寸法を取り揃え対応させて頂
きますので、何なりとご相談ください。
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軟磁性ナノ結晶薄帯 Nano crystalline alloy ribbon

ノイズ関連、電源関連、通信関連等の用途に使用され
る軟磁性合金薄帯(リボン)を中国ネットワークを活かし
調達支援しています。このアモルファス薄帯を各種形状
に製品化した後、特殊条件下で熱処理しナノ結晶化させ
て使用します。リボンの幅寸法は3mm～30mm迄各種
取り揃えていますので、是非ご相談ください

トランス Transformers for switching power supply 

トランス製造の少量生産ならお任せください。大手企
業には真似できないフットワークの軽さで、高精度な製
品を短納期で迅速にご提供いたします。弊社はMade in 
Japanのきめ細やかなサービスで事業展開されている
「クラデン」の販売支援を進めていますので、何なりと
ご相談ください。



磁場成型機 Magnetic field press

中国成型機メーカとの共同開発により高性能磁石用の機
械式粉末成型機の製造・販売支援を進めています。電動
サーボシリンダーを搭載した上下加圧式電動サーボ成型
機にOP電子製造の磁場コイル（縦、横またはラジアル）
と磁気回路（ヨーク）を組み込めば電動サーボ磁場成型
機として機能します。この成型機はサーボ制御で磁場配
向時間を確保することにより、自動制御のネオジム焼結
磁石用成型機としても対応可能です。

磁場電源 Magnetic field power unit

磁場成型機には欠かせない磁場電源及びコイル、品質と
成型生産性を大きく左右する重要設備です。OP電子工業
（株）は着磁器、脱磁器、磁場発生装置、測定器など、
多様な磁化ニーズに応える信頼のブランドです。弊社で
はOP電子工業㈱の販売支援をさせて頂いています。

循環式粉砕機 Circulating mill

本装置は短い円筒形粉砕部内の撹拌用ロータと外周のセ
パレーターで構成されています。ロータを回転させると
音信力が発生し、メディアはセパレータ部に層状に押し
付けられます。同時にロータによる回転運動も行うため、
メディア間に強力な剪断力が発生します。さらに、遠心
力とスラリーの流れる方向が同じなので、均一な粉砕・
分散でセパレーターからスラリーが排出されます。

*装置内の雰囲気を不活性ガスで置換することにより酸化
を防いだ粉砕が可能となります。

巻線機 Coil winding machine

軟磁性材料には欠かせない巻線、海外工場における完全
自動機の採用はコスト的に難しい太線も半自動機の採用
で品質面を確保。そんな需要にお応えします。また、コ
イルを必要とされるお客様にはエッジワイズコイル等各
種対応させて頂きますので、何なりとご相談ください。
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現地調査支援 Field survey support

現地の情報はインターネットを通じて沢山の情報を手
にすることが出来ますが、実際現地で活躍されておられ
る方々の声を聴き、情報を整理することが大切です。弊
社の培った人脈を最大限に活かし、現地調査支援をさせ
て頂きますので、何なりとご相談ください。

工場建設支援 Factory construction support

中国への工場進出は地元政府との関係づくりが成功の
秘訣です。弊社の培った人脈を最大限に活かしサポート
させて頂きますので、何なりとご相談ください。

製造技術指導 Technical support

中国工場における弱点は技術力よりも「決められた事
を守り定着させる能力不足」です。御社の優れた技術に
裏付けされた製造標準の正しい運用と管理の定着に向け
て支援させて頂きます。また、弊社の培った人脈を最大
限に活かし、技術的改善に向けた支援も対応致しますの
で、何なりとご相談ください。

工場管理支援 Factory management support

中国の供応先管理にお困りではありませんか。専従者
の駐在は難しい、定期訪問したいが時間が無い。供応先
で問題が発生しても対応が遅い。それらの悩みを弊社が
解決致します。工場の定期訪問による現状把握は勿論の
こと、新規供応先の事前監査も対応致します。その他、
品質及びコスト改善支援も対応致しますので、何なりと
ご相談ください。
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各種鉱石 Ore

SAKURA Inc.(中国名:金矢資源)はMr.J . Frans
THORMAHLENが率いる資源会社です。SAKURA Inc.は
鉄鉱石鉱山開発をはじめ各種鉱石の調達能力を活かし、
大手には出来ない小回りの利く対応で各種鉱石の販売を
手掛けています。弊社はSAKURA Inc.の業務支援を進め
ていますので、何なりとご相談ください。

高精度金属加工 Metalworking

中国での金属加工精度はここ数年飛躍的に向上し、日
系車載メーカに直接納入、航空機メーカに納入を果たし
ている工場も多々あります。弊社が培った人脈を最大限
に活かし、御社のご要求を適正価格でお応えしますので、
何なりとご相談ください。

高精度金型 Mold

粉末成型用金型から射出成型用金型まで、弊社が培っ
た人脈を最大限に活かし、御社のご要求を適正価格でお
応えしますので、何なりとご相談ください。

工業用ゴム製品 Industrial rubber goods 

車載用、家電など多くの分野で使用されている工業用
ゴム製品。弊社が培った人脈を最大限に活かし、御社の
ご要求を適正価格でお応えしますので、何なりとご相談
ください。
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