
●アルプス電気 韓国アルプス （釜山）
韓国アルプス（ソウル）

●イリソ電子工業 IRISO Electronics (HK) LTD Korea Branch
●NECトーキン ＮＥＣトーキン　コリア
●SMK SMK Korea Co.,Ltd. 
●オータックス 韓国オータックス
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ（韓国）
●京セラ ＡＶＸ/京セラ　韓国

京セラ　韓国
京セラコネクタプロダクツ(韓国)販売

●スミダコーポレーション SUMIDA TRADING (KOREA) COMPANY LIMITED
●タイコエレクトロニクス 韓国 Changwon セールスオフィス

韓国 Kwangjoo セールスオフィス
韓国 Kyungsan セールスオフィス
韓国 Seoul セールスオフィス

●タムラ製作所 韓国タムラ
●太陽誘電 韓国太陽誘電
●TDKグループ TDK Korea Corporation

TDK Electronics Korea Corporation
●東光 ソウル東光
●日本ケミコン ケミコンエレクトロニクスコリア

三瑩電子工業
メクテック　韓国

●日本航空電子工業 JAEコリア
●ヒロセ電機 ヒロセコリア
●ホシデン 韓国星電(水原営業所)
●北陸電気工業 北陸電気工業　韓国事務所
●ミツミ電機 韓国三美
●三菱マテリアル MMCエレクトロニクス韓国
●村田製作所 韓国村田電子株式会社
●ルビコン ルビコン コリア
●ローム ローム・セミコンダクタ・コリア

●アルプス電気 アルプス・中国 (杭州)
アルプス・中国 (広州)
アルプス・中国 (上海)
アルプス・中国 (深　)
アルプス・中国( 蘇州)
アルプス・中国(北京)
アルプス・中国(大連)
アルプス上海国際貿易(上海）
香港アルプス(香港）

●イリソ電子工業 IRISO Electronics (Hong Kong) Limited
IRISO Electronics (Hong Kong) Limited Shenzhen Representative Office
意力速(上海)貿易　
意力速(上海)貿易 重慶出張所
意力速(上海)貿易 蘇州出張所
意力速(上海)貿易 大連事務所
意力速(上海)貿易 天津出張所

●NECトーキン 恩益禧東金電子（上海）
恩益禧東金電子（上海）深　分公司
香港日電東金

●NKKスイッチズ 日開香港（香港）
NKK SWITCHES CHINA(上海）
NKK SWITCHES CHINA(深　）

●ＳＭＫ SMK Electronics INT’L Trading (Shanghai) Co.,Ltd.

SMK Electronics INT’L Trading (Shanghai) Co.,Ltd. Qingdao Office
SMK Electronics INT’L Trading (Shanghai) Co.,Ltd. Beijing Office
SMK Electronics Trading (Shanghai) Co.,Ltd.
SMK Electronics Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. Chongqing Office
SMK Electronics Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. Xi’an Office
SMK Electronics Trading (Shenzhen) Co.,Ltd.
SMK Trading (H.K.) Ltd.  

●オータックス オータックス香港
奥大科斯(上海)商貿

●オムロン オムロンアミューズメント香港
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 厦門支店　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 上海支店　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 杭州支店　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 順徳支店
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 深　支店
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 成都支店　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 青島支店
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 蘇州支店　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 大連支店
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 天津支店
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 東莞支店　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 南京支店　
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 北京支店
オムロンエレクトロニックコンポーネンツトレーディング上海 武漢支店
オムロンエレクトロニックコンポーネンツ香港
オムロンエレクトロニックコンポーネンツ香港 上海駐在員事務所

●岡谷電機産業 岡谷香港貿易有限公司　深　駐在員事務所
●岡本無線電機 奥拓利香港

奥拓利電子諮詢(深　)
上海奥拓利電子

●京セラ 京セラ香港セールス＆トレーディング
ＡＶＸ/京セラ　中国
ＡＶＸ/京セラ　香港
京セラ（中国）セールス＆トレーディング

●ＫＯＡ KOAエレクトロニクス（香港）
上海KOAエレクトロニクストレーディング

●指月電機製作所 シヅキエレクトリック（上海）
●スミダコーポレーション SUMIDA TRADING (SHANGHAI) COMPANY LIMITED

SUMIDA TRADING (SHANGHAI) COMPANY LIMITED (Shenzhen)
SUMIDA TRADING COMPANY LIMITED

●TEコネクティビティグループ 中国青島 セールスオフィス
中国厦門 セールスオフィス
中国広州 セールスオフィス
中国上海 セールスオフィス
中国重慶 セールスオフィス
中国深　 セールスオフィス
中国西安 セールスオフィス
中国成都 セールスオフィス
中国長春 セールスオフィス
中国南京 セールスオフィス
中国武漢 セールスオフィス
中国北京 セールスオフィス
中国瀋陽 セールスオフィス
香港九龍 セールスオフィス
香港九龍 電力セールスオフィス

●タムラ製作所 田村(中国)企業管理
田村(中国)企業管理 北京事務所
田村香港

●太陽誘電 太陽誘電(上海)電子貿易
太陽誘電(深　)電子貿易
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香港太陽誘電
●大真空 上海大真空国際貿易

上海大真空国際貿易（蘇州）
上海大真空国際貿易（深　）
上海大真空国際貿易（西安）
大真空（香港）

●大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング（香港）
●田淵電機 香港田淵

東莞田淵
上海田淵変圧器

●TDKグループ Amperex Technology Limited
EPCOS (Anhui) Feida Electronics Co.,Ltd.
EPCOS (Xiamen) Co.,Ltd.
EPCOS Limited
SAE Magnetics (Dongguan) Limited
SAE Magnetics (HK) Ltd.
TDK (Shanghai) International Trading Co.,Ltd.
TDK (Suzhou) Co.,Ltd.
TDK China Co.,Ltd.
TDK Dalian Corporation
TDK Hong Kong Co.,Ltd.
TDK Xiamen Co.,Ltd.
Wuxi TDK-Lambda Electronics Co.,Ltd.

●東亜無線電機 上海埃菜夏科貿易有限公司
深　駐在員事務所
東亜無線（香港）有限公司

●東光 華龍東光科技(深　)
東光科技(上海外高橋保税区)
東光電子製造廠

●ニチコン 尼吉康電子（宿遷）
ニチコン(香港)
尼吉康電子(無錫)
尼吉康電子貿易(上海)
尼吉康電子貿易(上海)大連駐在員事務所
尼吉康電子貿易(深　)
尼吉康電子貿易(深　)重慶分公司
尼吉康電子貿易(深　)成都分公司

●日本ＣＭＫ 新昇電子(香港)
新昇電子貿易(深　)
新昇電子貿易(深　)無錫分公司
新昇電子貿易(深　)東莞分公司

●日本ケミコン ケミコン貿易深
ケミコン無錫
香港KDK
香港ケミコン
上海ケミコン
上海ケミコン(北京事務所)
上海ケミコン(大連事務所)

●日本メクトロン メクテック　香港
メクテック　上海
メクテック　深

●日本計器製作所 技華有限公司
●日本航空電子工業 JAE香港

JAE上海
JAE上海 北京支店

●日本電波工業 NDK エレクトロニクス(香港)
NDK エレクトロニクス(香港)台北支店
NDK エレクトロニクス　上海
NDK エレクトロニクス　上海　深　支店
蘇州日電波工業貿易
蘇州日本電波工業 営業部

●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック 香港貿易
ヒロセエレクトリック 上海（上海）
ヒロセエレクトリック 上海（北京）
ヒロセエレクトリック 深

●フォスター電機 フォスター広州
フォスター香港
上海オフィス

●ホシデン 香港星電
豪熙電電子(上海)

日星電貿易(深　)
●北陸電気工業 ＨＤＫチャイナ

北陸（上海）国際貿易
北陸（上海）国際貿易　無錫駐在員事務所
北陸（上海）国際貿易　深　駐在員事務所

●ミツミ電機 美賞美電子貿易（上海）
美上美 （香港）
天津三美電機 北京事務所
美賞美電子貿易 深　駐在員事務所

●三菱マテリアル MMCエレクトロニクス（香港）
MMC上海

●村田製作所 村田（中国）投資有限公司
村田電子貿易（上海） 有限公司
村田電子貿易（天津）有限公司
村田有限公司
村田電子貿易（深　）有限公司

●ルビコン ルビコン 香港支店
ルビコン 深　駐在員事務所
ルビコンインターナショナル(上海)
ルビコンインターナショナル(上海) 北京営業所

●ローム ローム・セミコンダクタ・トレーディング・大連
ローム・セミコンダクタ・香港
ローム・セミコンダクタ・上海
ローム・セミコンダクタ・深

●アルプス電気 台湾アルプス(台湾）
●イリソ電子工業 IRISO Electronics (HK) LTD Taiwan Representative Office
●NECトーキン 台湾恩益禧東金
●ＳＭＫ SMK High-Tech Taiwan Trading Co.,Ltd.
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ香港 台湾事務所
●岡谷電機産業 岡谷香港貿易有限公司　台北駐在員事務所
●岡本無線電機 台湾奥拓利股　有限公司
●京セラ ＡＶＸ/京セラ　台湾

京セラアジアパシフィック　台湾
●ＫＯＡ 大興電工（台北）

高雄興亜（高雄）
●スミダコーポレーション TAIWAN SUMIDA TRADING COMPANY LIMITED
●TEコネクティビティグループ 台湾　台中セールスオフィス

台湾　台北セールスオフィス
台湾　高雄セールスオフィス

●タムラ製作所 田村科技
●太陽誘電 台湾太陽誘電
●大真空 加高電子（台北営業所）
●TDKグループ TDK Taiwan Corporation
●東光 華成電子股
●ニチコン ニチコン(台湾)
●日本ケミコン 台湾ケミコン
●日本メクトロン メクテック　台湾
●日本航空電子工業 JAE台湾 台北支店
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック 台湾
●フォスター電機 フォスター台湾
●ホシデン 台湾星電股
●北陸電気工業 北陸電気工業　台北事務所
●ミツミ電機 ミツミ電機 台湾支店
●村田製作所 台湾村田股　有限公司
●ルビコン ルビコン 台湾支店
●ローム ローム・セミコンダクタ・台湾

●アルプス電気 アルプス・タイ(バンコク)
●イリソ電子工業 IRISO Electronics (Thailand) Ltd
●ＳＭＫ SMK Electronics Singapore Pte. Ltd.  Thailand Representative Office
●オータックス オータックス　エレクトロニクス　(タイランド)
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ（タイランド）
●岡谷電機産業 オカヤ エレクトリック タイランド
●岡本無線電機 オオトリタイランド
●京セラ 京セラアジアパシフィック　タイ
●KOA KOA DENKO（シンガポール）タイ駐在員事務所
●指月電機製作所 シヅキエレクトリック（タイランド）

台　湾

タ　イ



●スミダコーポレーション Sumida Electric (Thailand) Co., Ltd.
●TEコネクティビティグループ タイBangkok セールスオフィス
●タムラ製作所 タムラタイランド
●太陽誘電 太陽誘電トレーディング(タイ)
●大真空 大真空（タイ）
●大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング（タイランド）
●田淵電機 タイ国田淵電機
●TDKグループ TDK (Thailand) Co.,Ltd.
●東光 タイ東光
●ニチコン ニチコン(タイランド)
●日本CMK CMK(タイランド)バンコク
●日本ケミコン ケミコンエレクトロニクスタイランド
●日本メクトロン メクテック　タイ
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリックシンガポール バンコク
●フォスター電機 フォスターIPO(タイランド)
●ホシデン ホシデン タイ
●北陸電気工業 北陸インターナショナル（タイランド）
●ミツミ電機 タイミツミ バンコク事務所
●三菱マテリアル MMCエレクトロニクス(タイランド)
●村田製作所 Thai Murata Electronics Trading, Ltd.
●ルビコン ルビコンインターナショナル(タイランド)
●ローム ローム・セミコンダクタ・タイランド

●アルプス電気 アルプス・マレーシア(ニライ)
アルプス・マレーシア(ペナン)
アルプス・マレーシア(ジャカルタ)

●イリソ電子工業 IRS (S) PTE Ltd K.L. Representative Office
●ＳＭＫ SMK Electronics (Malaysia) Sdn.Bhd
●オータックス オータックスマレーシア
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ（マレーシア）
●京セラ 京セラアジアパシフィック　マレーシア
●TEコネクティビティグループ マレーシア Johor Bahru セールスオフィス

マレーシア Kuala Lumpur セールスオフィス
マレーシア Penang セールスオフィス

●タムラ製作所 タムラ電子(マレーシア)
●太陽誘電 太陽誘電(マレーシア)
●大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング（マレーシア）
●TDKグループ TDK (Malaysia) Sdn.Bhd.

TDK-Lambda Malaysia Sdn.Bhd.
●東光 シンガポール東光（クアラルンプールオフィス）

シンガポール東光（ペナンオフィス）
●ニチコン ニチコン(マレーシア)
●日本CMK CMKアジア(マレーシア)クアラルンプール

CMKアジア(マレーシア)ペナン
●日本ケミコン ケミコンマレーシア
●日本電波工業 アジアン NDK クリスタル 営業部
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック シンガポール ペナン
●ホシデン ホシデン コーポレーション(マレーシア)
●ミツミ電機 ミツミ テクノロジー マレーシア クアラルンプール事務所

ミツミ テクノロジー マレーシア ペナン事務所
●村田製作所 Murata Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.
●ルビコン ルビコン シンガポール マレーシア支店
●ローム ローム・セミコンダクタ・マレーシア

●オムロン PTオムロンマニファクチュアリング(インドネシア)
●TEコネクティビティグループ インドネシア Jakarta セールスオフィス
●日本ケミコン PTインドネシアケミコン

●アルプス電気 アルプス・シンガポール
●イリソ電子工業 IRS (S) PTE Ltd
●NECトーキン ＮＥＣトーキン　シンガポール
●ＳＭＫ SMK Electronics Singapore Pte. Ltd. 
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ（シンガポール）
●岡谷電機産業 オカヤ エレクトリック シンガポール
●岡本無線電機 オオトリ・エレクトロニクス・シンガポール
●京セラ ＡＶＸ/京セラ　シンガポール

京セラアジアパシフィック　シンガポール

●KOA KOA DENKO（シンガポール）
●スミダコーポレーション SUMIDA TRADING PTE LTD.
●TEコネクティビティグループ シンガポール セールスオフィス
●タムラ製作所 タムラシンガポール
●太陽誘電 太陽誘電（シンガポール）
●大真空 大真空（シンガポール）
●TDKグループ EPCOS Pte Ltd.

TDK Singapore (Pte) Ltd.
TDK-Lambda Singapore Pte.Ltd.

●東光 シンガポール東光
●ニチコン ニチコン(シンガポール)
●日本CMK CMKアジア(シンガポール)
●日本ケミコン シンガポールケミコン
●日本メクトロン メクテック　シンガポール
●日本航空電子工業 JAEシンガポール
●日本電波工業 NDK クリスタル　アジア
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック シンガポール
●フォスター電機 フォスターシンガポール
●ホシデン ホシデンシンガポール
●北陸電気工業 北陸シンガポール
●ミツミ電機 ミツミエレクトロニクスシンガポール
●村田製作所 Murata Electronics Singapore (Pte. ) Ltd.
●ルビコン ルビコン シンガポール
●ローム ローム・セミコンダクタ・シンガポール

●イリソ電子工業 IRS (S) PTE Ltd Philippine Representative Office
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ フィリピン駐在員事務所
●京セラ 京セラアジアパシフィック　フィリピン
●TEコネクティビティグループ フィリピン Manila セールスオフィス
●TDKグループ TDK Electronics Philippines Corporation

TDK Philippines Corporation
●東光 マニラ駐在員事務所
●日本メクトロン メクテック　マニラ
●村田製作所 Murata Electronics Philippines Inc.
●ローム ローム・セミコンダクタ・フィリピン

●アルプス電気 アルプス・ベトナム
●岡本無線電機 オオトリベトナム
●TEコネクティビティグループ ベトナム Hanoi セールスオフィス

ベトナム Ho Chi Mihn Cityセールスオフィス
●田淵電機 ベトナム田淵電機
●村田製作所 Murata Electronics (Vietnam) Co., Ltd. 

●アルプス電気 アルプス・インド(グルガウン)
●イリソ電子工業 IRISO ELECTRONICS CO., LTD. INDIA LIAISON OFFICE
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ バンガロール駐在員事務所

オムロンエレクトロニックコンポーネンツ ニューデリー駐在員事務所
●TEコネクティビティグループ インド Ahmedabad セールスオフィス

インド Bangalore セールスオフィス
インド Chennai セールスオフィス
インド Cochin セールスオフィス
インド Gurgaon セールスオフィス
インド Hyderabad セールスオフィス
インド Kolkata セールスオフィス
インド Munbai セールスオフィス
インド Noida セールスオフィス
インド Pune セールスオフィス

●TDKグループ EPCOS India Private Ltd.
●ニチコン ニチコン(インド)

ニチコン(インド)デリーオフィス
ニチコン(インド)ムンバイオフィス

●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック シンガポール デリー
ヒロセエレクトリック シンガポール バンガロール

●村田製作所 Murata Electronics (India) Private Limited
●ルビコン ルビコンルビコン シンガポール インド事務所
●ローム ローム・セミコンダクタ・インディア

マレーシア

インドネシア

シンガポール

フィリピン

ベトナム

インド



●TEコネクティビティグループ ニュージーランド Auckland セールスオフィス
ニュージーランド Christchurch セールスオフィス
ニュージーランド Wellington セールスオフィス

●アルプス電気 アルプス・ヨーロッパ (イギリス・ミルトンキーンズ)
●ＳＭＫ SMK Electronics（Europe）Ltd. U.K. Branch

SMK Electronics（Europe）Ltd. London Office
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（イギリス）
●京セラ ＡＶＸリミテッド　ＵＫ

京セラエレクトロニクスデバイセズ　欧州（イギリス）
●タムラ製作所 タムラヨーロッパリミテッド
●大真空 大真空（ドイツ）U.K. オフィス
●TDKグループ TDK-Lambda UK Ltd
●ニチコン ニチコン(オーストリア) 英国オフィス
●日本航空電子工業 JAEヨーロッパ
●日本電波工業 NDK ヨーロッパ
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック ヨーロッパ　ＵＫ
●村田製作所 Murata Electronics (UK) Limited

●SMK SMK Electronics（Europe）Ltd. Brussels Office
●TEコネクティビティグループ ベルギーKessel-Lo セールスオフィス

●アルプス電気 アルプス・ヨーロッパ (フランス・パリ)
●SMK SMK Electronics（Europe）Ltd. Paris Office
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ（フランス）
●京セラ ＡＶＸリミテッド　フランス
●TEコネクティビティグループ フランス Chambery セールスオフィス

フランス Pontoise セールスオフィス
フランス Toulouse セールスオフィス

●タムラ製作所 タムラヨーロッパリミテッド フランス事務所
●TDKグループ TDK-Lambda France SAS
●日本電波工業 NDK ヨーロッパ フランスオフィス
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック ヨーロッパ　パリ
●ミツミ電機 ミツミ エレクトロニクス ヨーロッパ フランス事務所
●村田製作所 Murata Electronique SAS

●アルプス電気 アルプス・ヨーロッパ (ドイツ・デュッセルドルフ)
アルプス・ヨーロッパ (ドイツ・ミュンヘン)

●イリソ電子工業 IRISO Electronics Europe GmbH
●ＮＥＣトーキン ＮＥＣトーキン　ヨーロッパ
●NKKスイッチズ NKKスイッチズ(ドイツ・フランクフルト)
●SMK SMK Electronics（Europe）Ltd. Dusseldorf Branch

SMK Electronics（Europe）Ltd. Munich Office
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（ドイツ）
●岡谷電機産業 EU駐在員事務所
●京セラ ＡＶＸリミテッド　ドイツ

京セラファインセラミックスゲーエムベーハー
京セラエレクトロニクスデバイセズ　欧州（ドイツ）

●ＫＯＡ KOAヨーロッパ
●スミダコーポレーション SUMIDA Components & Modules GmbH

SUMIDA Components GmbH
SUMIDA EMS GmbH 
SUMIDA flexible connections GmbH
vogtronics GmbH

●TEコネクティビティグループ ドイツ Bensheim セールスオフィス
ドイツ Berlin セールスオフィス
ドイツ Darmstadt セールスオフィス
ドイツ Wolfsburg セールスオフィス

●太陽誘電 太陽誘電（ヨーロッパ）

●大真空 大真空（ドイツ）
●田淵電機 Marschner Tabuchi Electric GmbH
●TDKグループ EPCOS AG

TDK Electronics Europe GmbH
TDK-Lambda Germany GmbH

●東光 ドイツ東光
●日本ＣＭＫ CMKヨーロッパ
●日本ケミコン ヨーロッパケミコン
●日本メクトロン メクテック　ヨーロッパ
●日本電波工業 NDK ヨーロッパ ドイツオフィス
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック ヨーロッパ　シュツットガルト

ヒロセエレクトリック ヨーロッパ　ニュルンベルク
ヒロセエレクトリック ヨーロッパ　ハノーバ

●フォスター電機 フォスターヨーロッパ
ミュンヘンオフィス

●ホシデン ホシデンヨーロッパ　本社（デュッセルドルフ）
●ミツミ電機 ミツミエレクトロニクスヨーロッパ シュトゥットガルト事務所

ミツミエレクトロニクスヨーロッパ（エッシュボーン）本社
●村田製作所 Murata Elektronik GmbH
●ルビコン ルビコン ミュンヘン支店
●ローム ローム・セミコンダクタ・ゲーエムベーハー

●アルプス電気 アルプス・ヨーロッパ (イタリア・ミラノ)
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（イタリア）
●京セラ ＡＶＸリミテッド　イタリア
●TEコネクティビティグループ イタリア Milano セールスオフィス

イタリア Rome セールスオフィス
イタリア Torino セールスオフィス

●日本電波工業 NDK ヨーロッパ イタリアオフィス
●村田製作所 Murata Elettronica S. p. A.

●TEコネクティビティグループ エストニア Tartu セールスオフィス

●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（オランダ）
●TEコネクティビティグループ オランダ Den Bosch セールスオフィス

オランダ Eindhoven セールスオフィス
●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック ヨーロッパ
●村田製作所 Murata Electronics Europe B.V. 
●ルビコン ルビコン オランダ支店

●TEコネクティビティグループ オーストリア Brisbane セールスオフィス
オーストリア Como セールスオフィス
オーストリア Melbourne セールスオフィス
オーストリア Sydney セールスオフィス

●ニチコン ニチコン(オーストリア)

●TEコネクティビティグループ デンマークGlostrupセールスオフィス

●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（スペイン）
●TEコネクティビティグループ スペイン Barcelona セールスオフィス

スペイン Madrid セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ フィンランド Helsinki セールスオフィス
●村田製作所 Murata Electronics Oy

●アルプス電気 アルプス・ヨーロッパ (スウェーデン・イエテボリ)
●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（スウェーデン）
●TEコネクティビティグループ スウェーデン Gothernburg セールスオフィス

スウェーデン Upplands Vasby セールスオフィス
●フォスター電機 スウェーデンオフィス

●TEコネクティビティグループ ノルウェー Nesbru セールスオフィス

オセアニア

ニュージーランド

ヨーロッパ

イギリス

ベルギー

フランス

ドイツ

イタリア

オランダ

オーストリア

デンマーク

スペイン

フィンランド

スウェーデン

ノルウェー

エストニア



●TEコネクティビティグループ ポーランド Bydgoszcz セールスオフィス
ポーランド Warsaw セールスオフィス

●ＴＤＫグループ EPCOS Polska Sp. z o.o.

●京セラ ＡＶＸリミテッド　チェコ
●TEコネクティビティグループ チェコ Kurim セールスオフィス

チェコ Praha セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ ハンガリー Budapest セールスオフィス
●TDKグループ EPCOS Elektronikai Hungary Kft

●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（スロバキア）

●TEコネクティビティグループ ウクライナ Donetskセールスオフィス
ウクライナ Kievセールスオフィス

●TEコネクティビティグループ ブルガリア Sofiaセールスオフィス

●TEコネクティビティグループ リトアニア Vilniusセールスオフィス

●TEコネクティビティグループ アゼルバイジャン Bakuセールスオフィス

●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツヨーロッパ（ロシア）
●TEコネクティビティグループ ロシア Ekaternburg セールスオフィス

ロシア Moscow セールスオフィス
ロシア Nizhniy Novgorod セールスオフィス
ロシア Samara セールスオフィス
ロシア Yekaterinburg セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ ベラルース Minsk セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ サウジアラビア Liyadhセールスオフィス

●TEコネクティビティグループ アラブ首長国連邦 Dubai セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ トルコ Istanbul セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ イスラエル Ashkelon セールスオフィス
●TDKグループ TDK-Lambda Ltd

●TEコネクティビティグループ エジプト Cairo セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ モロッコ Ksar AI Majaz セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ 南アフリカ Midland セールスオフィス
南アフリカ Port Elizabeth セールスオフィス

●アルプス電気 アルプス・ノースアメリカ (サンタクララ)
アルプス・ノースアメリカ(オハイオ)
アルプス・ノースアメリカ(サンディエゴ)
アルプス・ノースアメリカ(デトロイト)
アルプス・ノースアメリカ(マッカレン)
アルプス・ノースアメリカ(シアトル)

●イリソ電子工業 IRISO U.S.A., Inc.
RISO U.S.A., Inc. Atlanta

●NECトーキン NECトーキン　アメリカ
●NKKスイッチズ NKK SWITCHES OF AMERICA（アリゾナ州）
●ＳＭＫ SMK Electronics Corporation U.S.A

SMK Electronics Corporation U.S.A., East Office
SMK Electronics Corporation U.S.A., Los Angels Office
SMK Electronics Corporation U.S.A., Seattle Office
SMK Electronics Corporation U.S.A., Chicago Office
SMK Electronics Corporation U.S.A., Detroit Office
SMK-Link Electronics Corporation 
SMK Electronics Corporation U.S.A., San Jose Office
SMK-Link Electronics Corporation U.S.A., San Jose Office

●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ（アメリカ）
●岡谷電機産業 オカヤ エレクトリック アメリカ
●京セラ ＡＶＸコーポレーション　米国

京セラエレクトロニクスデバイセズ　米国
京セラアメリカ

●ＫＯＡ KOAスペアエレクトロニクス
●指月電機製作所 アメリカンシヅキ
●スミダコーポレーション Sumida America Components Inc.
●TEコネクティビティグループ 米国 Chattanooga セールスオフィス

米国 Harrisburg セールスオフィス
米国 Hemet セールスオフィス
米国 Miami セールスオフィス
米国 Oceanside セールスオフィス
米国 Palm Harbor セールスオフィス
米国 Toroy セールスオフィス

●田淵電機 米国田淵電機
●タムラ製作所 タムラコーポレーション オブ アメリカ
●太陽誘電 太陽誘電(USA)
●大真空 大真空（アメリカ）

大真空（アメリカ）サンノゼ オフィス
●ＴＤＫグループ EPCOS,Inc.

Headway Technologies,Inc.
TDK Corporation of America
TDK RF Solutions Inc.
TDK-Lambda Americas Inc.

●東光 アメリカ東光
●ニチコン ニチコン(アメリカ)
●日本ＣＭＫ CMKアメリカ
●日本ケミコン ユナイテッドケミコン
●日本メクトロン メクテックインターナショナル（コロラド）

メクテックインターナショナル（サンノゼ本社）
メクテックインターナショナル（ミシガン）

●日本航空電子工業 JAEエレクトロニクス
盟友オートメーション

●日本電波工業 NDK アメリカ
NDK アメリカ 東部地区オフィス
NDK アメリカ シリコンバレーオフィス

●ヒロセ電機 ヒロセエレクトリック USA サンノゼ
ヒロセエレクトリック USA シカゴ
ヒロセエレクトリック USA デトロイト

●フォスター電機 サンノゼオフィス
デトロイトオフィス
フォスターU．S．A
ボストンオフィス
ロサンゼルスオフィス

●ホシデン ホシデン アメリカ　サンノゼオフィス
ホシデン アメリカ　デトロイトオフィス
ホシデン アメリカ　本社（シカゴ）

ポーランド

チェコ

ハンガリー

スロバキア

ウクライナ

ブルガリア

リトアニア

アゼルバイジャン

ロシア

ベラルース

中東・アフリカ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

トルコ

イスラエル

エジプト

モロッコ

南アフリカ

北　米

アメリカ



●北陸電気工業 ＨＤＫアメリカ
●ミツミ電機 ミツミエレクトロニクス クパティ－ノ事務所

ミツミ　エレクトロニクス　シアトル事務所
ミツミエレクトロニクス（デトロイト）本社

●三菱マテリアル MITSUBISHI MATERIALS U.S.A CORPORATION Electric Components
●村田製作所 Murata Electronics North America, Inc.

Murata Power Solutions, Inc.
Peregrine Semiconductor Corp.

●ルビコン ルビコン アメリカ
●ローム ローム・セミコンダクタ・ユーエスエー

●オムロン オムロンエレクトロニックコンポーネンツ（カナダ）
●京セラ ＡＶＸコーポレーション　カナダ
●TEコネクティビティグループ カナダToronto セールスオフィス
●TDKグループ TDK-EPC Corporation of Canada

●TEコネクティビティグループ アルゼンチン Buenos Airesセールスオフィス

●SMK SMK Mexicana S de RL de CV
SMK Mexicana S de RL de CV, Mexico City Office

●オムロン オムロンコンポーネンツ(メキシコ)
●TEコネクティビティグループ メキシコ Mexico City セールスオフィス
●村田製作所 Murata Electronics Trading Mexico, S. A.de C.V.

●ＳＭＫ SMK Eletronica Brasil Ltda, Sao Paulo office
●オムロン オムロンエレクトロニカ(ブラジル)
●TEコネクティビティグループ ブラジルSao Paulo セールスオフィス
●ＴＤＫグループ EPCOS do Brasil Ltda.

TDK da Amazonia Importacao e comercio Ltda.
TDK do Brasil Ind. e Com. Ltda.

●村田製作所 Murata World Comercial Ltda.
●ローム ローム・セミコンダクタ・ブラジル

●TEコネクティビティグループ コロンビアBogota セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ チリ Santiago セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ ペルー Lima セールスオフィス

●TEコネクティビティグループ ベネズエラ Calacas セールスオフィス

（順不同）

カナダ

中南米

メキシコ

ブラジル

ペルー

ベネズエラ

コロンビア

チリ

アルゼンチン


