
テクタイトグループ



PHILOSOPHY
企業理念

「CHANGE+CHALLENGE×SPEED = 成長」

マーケットのスピードに合った変化とチャレンジを続ける事が、最大の成長であると考えます。

アナログからデジタルへ、リアルからバーチャルへ、

私達テクタイトグループが持つ最先端の情報とアイデアを駆使し、

より優れたビジネスを開発します。



BUSINESS FIELDS
拠点紹介

テクタイト株式会社

国 内

双葉通信機株式会社
株式会社ジィーエーティー
双電産業株式会社

テクタイト韓国株式会社
テクタイト香港株式会社
テクタイト中国株式会社
テクタイトフィリピン株式会社
テクタイト台湾株式会社
テクタイトイタリア駐在員事務所

海 外

三田本社
名古屋事業所
名古屋商品センター
大阪事業所
福岡事業所
浦和商品センター



PRODUCTS INTRODUCTION

【TECHTUIT CO., LTD】

マグネティックブザー

【 Shot Navi 】

製品紹介

振動モーター

マイクロホン 液晶モジュール

W1 Evolve HuG Beyond

Neo2HP

X1-FIT

Crest



製品紹介

【 Actino 】

【 smeg】

PRODUCTS INTRODUCTION

【 Lucaffe】

ランニングウォッチライフ&フィットネスイタリア生まれの
エスプレッソマシン

【 knows 】



製品紹介

【 Octagon】

PRODUCTS INTRODUCTION

【ABKO】



東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル26階

03-4582-2525

03-4582-2526

1989年4月4日

100,000千円

12月

松本 能和

http://www.techtuit.co.jp

【所在地】

【代表電話】

【代表FAX 】

【設立年月日】

【資本金】

【決算期】

【代表取締役】

【URL】

概要

テクタイト株式会社

事業内容
・通信機器、計測機器及びその他産業機器等の電子製品・部品の販売
・ウエアラブル端末機等の製品企画、開発、設計、製造及び販売
・ゴルフ場データ等のコンテンツの開発、制作、販売、 運用、保守
・音響機器、映像機器、記録メディア及び関連製品の製造及び販売
・家電、スポーツ用品、健康器具、教育器材、玩具、書籍及び日用雑貨等の販売
・ゲーム機及びゲームソフト並びにパッケージメディアの販売
・通信販売業務



テクタイト韓国株式会社

・電子部品及び電子材料及びその関連製品の購買及び販売
・輸入及び輸出業務
・電機製品開発（ GPS、ANDROID 、ヘルスケア関連機器)
・電機製品販売、ゴルフ機器、スマートフォン、携帯電話
アクセサリー

・新製品、海外市場開拓、コンサルティングビジネス

事業内容

【所在地】ソウル特別市永登浦区国際金融路 2キル 37、S-Trenue 2804号
【代表電話】02(3141)3359【代表FAX】02(3142)2789
【設立年月日】1989年8月
【資本金】500,000千ウォン
【決算期】12月
【代表取締役】Kim Ho Seog

概要

テクタイト中国株式会社

・電子部品検査（スピーカー、トランス、フェライトマグ
ネット等）

・電子製品検査（iPhone電池、DVDプレイヤー、加湿器等）
・サブアッセンブリ、完成品組み立て＆検査
・中国製電子部品及び製品の販売

事業内容

【所在地】上海市黄浦区西蔵南路569号BASE復興ビル3階315室
【代表電話】+86-21-5353-7247/7248
【設立年月日】2001年11月
【資本金】100千USドル
【社長】朱 怡驊
【URL】http://www.techtuit.com.cn

概要

テクタイト香港株式会社

・中国生産の電子部品商材の輸出販売
・中国生産の電子製品商材の輸出販売
・華南地区を中心とした電子部品／製品の受託検査
・海外電子部品や製品の中国（華南地区）への販売
・自社ブランド電子部品や電子製品の販売

事業内容

【所在地】Unit 1615-20,Tower2,Grand Century Place,193 Prince Edward Road West,Mong Kok,
Kowloon,Hong Kong

【代表電話】 (852) 2236-5680【代表FAX】(852) 2236-5611
【設立年月日】1998年11月
【資本金】2,215千香港ドル
【決算期】12月
【社長】黄 天児

概要

テクタイトフィリピン株式会社

・モーター、ブザー、コイル応用製品の開発・製造
・ゴルフナビゲーションGPS製品
・基板実装

事業内容

【所在地】Bldg. A-1 Lot 7 Phase 1-A First Philippine Industrial Park,Special Economic
Zone,Brgy.Sta.Anastacia Sto. Tomas Batangas 4234 Philippines

【代表電話】043 405-6050/6051【代表FAX】043 405-6052
【設立年月日】1993年6月
【資本金】2,6000千ペソ
【決算期】12月
【代表取締役】堤和利

概要



概要

テクタイト台湾株式会社
事業内容

【所在地】台北市松山区南京東路4段16号中央商業大楼 6階 A3室
【代表電話】+886-2-2578-4560 【 Main FAX 】+886-2-2578-9873
【設立年月日】2016年8月
【資本金】20,000千NT$
【決算期】12月
【社長】信澤 博之

・ウェアラブル製品の開発・調達及び販売
・各種電子部品の調達及び販売

概要

テクタイトイタリア駐在員事務所
事業内容

【所在地】Residenza Il Colomberone Via Zenardelli, 151 46043 Castiglione delle Stiviere Mantova
Italy.

【設立年月日】2022年1月3日
【駐在員事務所代表】高橋正美

・SMEG製品の日本市場への輸出のサポートサービス
・エスプレッソ・マシン「ルカフェ」とコーヒーポッド
の日本市場への輸出のサポートサービス。

・イタリアの食料品及び農産食品の日本市場への輸出の
ための支援サービス。

双葉通信機株式会社

・電子機器などのプリント基板実装から製品組立・検査・
梱包

・表面実装部品の交換など基盤の修理
・ShotNavi製品の製造

概要
【所在地】埼玉県深谷市岡2700番地
【代表電話】048-585-2535【代表FAX】048-585-2561
【設立年月日】1949年2月22日
【資本金】10,000千円
【決算期】12月
【社長】鴇崎 俊也
【URL】http://www.futaba-tushinki.co.jp

事業内容

株式会社ジィーエーティー

・モータースポーツ用ワイヤーハーネス組立、販売
・デザイン開発設計支援
・ShotNavi製品の製造

事業内容

【所在地】埼玉県所沢市東所沢4-11-11
【代表電話】04-2946-8585【代表FAX】04-2946-8449
【設立年月日】1994年6月24日
【資本金】20,000千円
【決算期】12月
【社長】金成 宏
【URL】http://www.gat.ne.jp

概要



双電産業株式会社

・JSTコネクタ、配線資材、盤用資材、電気絶縁材料等の
販売

・ワイヤーハーネスの加工・電子関連機器の組み立て
・ShotNavi製品の製造

事業内容

【所在地】石川県金沢市福久町ハ-10
【代表電話】076-258-4557【代表FAX】076-258-0602
【設立年月日】1974年9月14日
【資本金】11,000千円
【決算期】12月
【社長】田村 錬
【URL】www.souden.co.jp

概要



CSR
社会貢献活動

フィリピンマスバテ島で学校建設プロジェクト
当社では、CSR活動の一環としてフィリピンマスバテ島で学校建設プロジェクトを実施して
おります。
教室建屋、学習机＆椅子、学習機材、学習教材に至るまで、子供達が快適に学習できる環境
を提供しています。
プラン・ジャパンに参加。フィリピン イトンバト小学校において、男女別トイレ付2教室校
舎の建設、いす・机などの教室備品と教材の支給、合金鉄製雨水タンクの設置を実施。
追加活動として運動用具・遊具の支給および小学校構内の通路の建設。
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