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Our Purpose

変化の荒波を、未来への力に。

私たちの意義は、総合商社の包括力と専門商社の機動力の両輪で

お客様のビジネスに伴走し、持続的な価値を社会に創り出すこと。

お客様の信頼に応えて共に成長する商社。それが私たち、古河産業です。

本　　　社

関 西 支 社

中 部 支 社

北海道支店

東 北 支 店

北関東支店

群 馬 支 店

中四国支店

九 州 支 店

姫路営業所

高松オフィス

東京電化工業株式会社

株式会社東邦商会

〒105-8630 東京都港区新橋 4-21-3 新橋東急ビル

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-2-22 ハービスENTオフィスタワー

〒450-6643 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-3 JRゲートタワー

〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西 4-1-2 J&Sりそなビル

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-1-25 東二番丁スクエア

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り 4-1-20 けやき通りビル

〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町 1067

〒730-0037 広島県広島市中区中町 8-18 広島クリスタルプラザ

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル

〒670-0902 兵庫県姫路市白銀町 24 みなと銀行第一生命共同ビル

〒760-0023 香川県高松市寿町 1-1-12 パシフィックシティ高松

国内ネットワーク（拠点・関係会社）

上海古産国際貿易有限公司

上海古産国際貿易有限公司 北京分公司

上海古産国際貿易有限公司 大連分公司

上海古産国際貿易有限公司 天津分公司

上海古産国際貿易有限公司 広州分公司

古産諮詢（深圳）有限公司

古産諮詢（深圳）有限公司 厦門分公司

古河産業（香港）有限公司

香港商古河産業股份有限公司 台湾分公司

韓国古河産業株式会社

Furukawa Sangyo Kaisha (Thailand) Ltd. 

Furukawa Sangyo Kaisha (Malaysia) Sdn. Bhd.

Furukawa Sangyo Kaisha Philippines Inc. 

Furukawa Sangyo Kaisha India Pvt. Ltd.

古河産業株式会社 ホーチミン駐在員事務所

Furukawa Sangyo North America, Inc.

古河産業株式会社 ヨーロッパ駐在員事務所

海外ネットワーク（関係会社・駐在員事務所 ）

〒105-8630 東京都港区新橋 4-21-3 新橋東急ビル　TEL：03-5405-6011　https://www.furusan.co.jp/

GeneralからGenerativeへ

自ら成長しながらビジネスを加速させる商社
Turning the turbulence of change into strength for the future. 
Our mission is to move together with our valuable partners' businesses using 
our two axes —comprehensiveness as a SOGO SHOSHA (general trading company)
and agility as a specialized trading company—to create sustainable value for society.
A trading company that meets the trust of our valuable partners and grows together with them. 
That is us Furukawa Sangyo.

From General to Generative
Accelerating Business while Growing as 
a Trading Company

TSUNAGU

Connect

TSUKURIDASU
Create with innovation

TSUMUGU

Combine

絆ぐ 紡ぐ創り出す 〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡 5-1-4

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-8-9 NF神田ビル



熱き商社の魂と、ものづくりの精神

FURUSAN DNA

History

写真：田島正 / アフロ

日本が西欧化 ･近代化に邁進していた1875 年、銅の精錬から事業を

スタートさせ、電線製造へ進んだ古河グループ。時を経て1947年、戦争に

よって社会基盤が失われた東京の街に電線を供給する販売会社として

創業したのが古河産業です。現在ではエレクトロニクス、自動車、航空・宇宙、

社会インフラ、医療、マテリアル等、多岐に渡りサービスを展開しています。

素材メーカーをルーツとするものづくりへの共感と知見、商社としての

機敏さと柔軟性、さらに変革の中を生き抜くたくましさは、FURUSAN 

DNAとして今も私たちの中に息づいています。

For surviving VUCA era, our strength is to create further values through its power SOHATSURYOKU (integrated 
ability for innovation) based on our three functions, networking, development proposal, and business promotion.
Exploring continuously changing business demand with �exibility and swiftness, collaborating systematically with 
specialist and even unique startups, and also building up reliability with our valuable stakeholders.

Our Value

Overcoming unpredictable times with our ability to create

FURUSAN DNA —The soul of a passionate trading company 

and the spirit of Japanese MONOZUKURI

創発の力で

予測困難な時代を突破する

古河産業が創業以来培ってきたネットワーキング機能、開発提案機能、ビジ

ネス推進機能という３つのコアバリューをもとに、その相乗によってさらなる

価値を創り出す「創発力」が私たちの強みです。さまざまな専門性をもつ

メーカーや国内外のユニークなスタートアップとも有機的に連携し、ステーク

ホルダーの皆様と確かな信頼を紡ぎながら、変化し続けるビジネスニーズに

柔軟かつ迅速に取り組みます。

The Furukawa Group’s business started in 1875 with the smelting of copper 
then expanded to the manufacture of electric cables. It was a time of 
Westernization and modernization in Japan. Subsequently, Furukawa Sangyo 
was born in 1947 to supply electric cables for the streets of Tokyo which 
lost its social infrastructure due to World War II. Today, we undertake a wide 
range of services in �elds such as electronics, automotive, aerospace, social 
infrastructure, medical, and materials.

Our empathy and expertise regarding MONOZUKURI arising from our roots 
as a manufacturer of materials, agility and �exibility as a trading company, 
and robustness to live through changes continues to exist within us today 
as the FURUSAN DNA.

創発力

開発提案
機能

ネットワーキング
機能

ビジネス推進
機能

Discovering and delivering optimal solutions transcending the boundaries between nations, 
companies, and businesses. Creating things if they do not exist. As a trading company that 
continues to grow together with customers, we o�er a wide range of services and solutions 
beyond our lineup through our mobility and the strong passion of each employee.

Our Business

国境や企業や事業の垣根なく最適な解を見出し、

届ける。ないものはつくる。

お客様と共に成長しつづける商社としてのフットワークと

社員ひとりひとりの高い熱量でラインナップ以上の

幅広いサービス＆ソリューションを提供します。

Furukawa Sangyo’s global network

1980年代の香港現地法人設立を皮切りに、現在では中国をはじめとするアジア、

そして米欧の各エリアで20か所近い拠点を展開。これからますます活発になる

ビジネスのグローバル化を踏まえ、サプライチェーンの構築、現地加工の企画などを

通じてお取引先企業をサポートする体制を整えています。

Starting with the establishment of a local subsidiary in Hong Kong in the 1980s, 
we currently have close to 20 bases in various areas in Asia—such as China—as well 
as the United States and Europe. Given that the globalization of business will grow 
even more vibrant in the future, we are establishing a system that supports our trading 
partners such as by building supply chains and planning for local processing.

古河産業の

グローバルネットワーク

Global Network

グルガオン
Gurgaon

大 連 拠　　点（海外駐在員事務所含む）
関係会社（海外現法の支店含む）

Dalian

台 北
Taipei

上 海
Shanghai

水 原
Suwon

バンコク
Bangkok

天津
Tianjin

厦 門
Xiamen

九州支店
Kyushu Sub Branch

中四国支店
Chushikoku Sub Branch

北海道支店
Hokkaido Sub Branch

姫路営業所
Himeji Office

東京電化工業株式会社
Tokyo Denka Industry Co., Ltd.

株式会社 東邦商会
Toho Shokai Co., Ltd.

深 圳
Shenzhen

北京
Beijing

広 州
Guangzhou

香 港
Hong Kong

ホーチミン
Ho Chi Minh

クアラルンプール
Kuala Lumpur

マニラ
Manila

高松オフィス
Takamatsu Office

関西支社
Kansai Branch

中部支社
Chubu Branch

本 社
Head Office

北関東支店
Kita-kanto Sub Branch

群馬支店
Gunma Sub Branch

東北支店
Tohoku Sub Branch

サンノゼ（アメリカ）
San Jose

デュッセルドルフ
Düsseldorf

＜カーエレクトロニクス＞
・銅条・その他高機能材

・樹脂原料・成型品・金型

・ワイヤハーネス

・周辺監視レーダ

・ハードフェライト

＜車体・内装＞
・アルミ板

・超塑性材料

・車載  センサー

・抗菌剤 (PROCA) 

Copper Strip, High Functionality Metal Products

Resin, Molding Parts, Molding Die

Wire Harness

Multi Mode Radars

Hard Ferrite for Motor

Aluminum Sheet

On-Vehicle Sensor

Super Plastic Forming Material

Antibacterial Agent (PROCA)

自動車 Automotive

・エナメル巻線

・ヒートシンク

・ブスバー

・積層セラミックコンデンサ

・超電導線

・ソフトフェライト

・HV平角線

Enamel Wire

Heat Sink

Bus Bar

MLCC

Superconducting Wire

Soft Ferrite

HV Rectangular Wire

パワーエレクトロニクス Power Electronics

・産業用電線

・ターミナルヘッダ

・ドローン検査・測量・運搬

・道路附属物維持管理・点検支援アプリ

・電線被覆材料

Industrial Cable

Terminal Header for Gas Tank

Drone Service for Inspection, Survey and Transportation

Road Sign Checking Service

Cable Insulation Material

インフラ・プラント Infrastructure and Plant

Car Electronics

Agriculture

IoT

Food

Body and Interior

＜半導体＞
・リードフレーム

・マイクロピン

・UVテープ

＜製造装置及び装置用材料＞
・アルミ厚板

・ターゲット材

・塗工乾燥装置

＜高周波＞
・同軸ケーブル

・銀メッキ線

・電解銅箔

Lead Frame

Micro Pin

UV Tape

Aluminum Plate

Sputtering Target Material (Al, Cu)

Coater System

Coaxial Cable

Ag-Plating Wire

Electrolytic Copper Foil

エレクトロニクス Electronics

Semi Conductor

Production Facilities and Materials

High Frequency Products

・放送用ケーブル

・融着機

・導波管

・光ファイバ・ケーブル

・通信機器

Broadcasting Cable

Fusion Splicer

Wave Guide

Optical Fiber and Cable

Telecommunication Equipment

放送・通信 Broadcast and Telecommunication

Medical Use Wire

Medical Equipment

Healthcare

＜医療機器用材料＞
・ガイドワイヤ用超弾性ワイヤ

・銀めっき銅合金超極細線

＜医療用装置＞
・乳がん検査装置

＜ヘルスケア＞
・抗菌剤 (PROCA) 

Super Elastic Guide Wire

AG-Plated Cu. Alloy Ultra Fine Wire

Brest Cancer Testing Device (PET)

Antibacterial Agent (PROCA)

メディカル Medical

・アルミ板

・アルミ鍛造品

・チタン

・超塑性材料

Aluminum Plate

Aluminum Forging Parts

Titanium Products

Super Plastic Forming Material

航空・宇宙 Aerospace

・電力・光・通信・信号ケーブル

・車両用蓄電池

・定置型蓄電池

・監視カメラシステム

・中古車両

Power, Optical, Telecommunication, Signal Cable

Battery for Train Coach

Stationary Lead Acid Battery 

Monitoring Camera System

Second Hand Train Coach

鉄道 Railroad

・発泡製品

・屋根断熱材　

・光ダクト

・遮熱塗料

・防災製品

Polyethylene Form

Roof Heat Insulator 

Natural Daylighting System

Solar High Reflective Coating

Fire Prevention Products

建設・環境 Construction, Eco-friendly

＜農業＞
・人工光・太陽光型植物工場

＜IoT＞
・生産状況可視化システム

＜食品＞
・超高速冷凍機

Artificial, Solar Light Plant Factory

Production Line Visualizing System

Ultra High Speed Refrigerator

新市場 Innovation and Developing


