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丹波貿易株式会社
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〒114-0001 東京都北区東十条
6-5-21 丹波貿易本社ビル

設立 1999年3月
資本金 1000万円
代表者 丹波 健
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経営理念
1. お客さまの満足を第一に考えた経営を行います。

2. お客さまに対して、高品質・低価格のサービス

を提供します。

3. 社員一人一人の働き甲斐を大切にします。

経営者も会社員も毎日いい笑顔で仕事する会社を目指します。

4. 日本と世界を結ぶグローバルビジネスの

展開を目指します。

弊社は世界最先端の製品を扱う技術力をもった専門商社です。

理念に賛同される方には是非仲間としてご参加ください。



丹波貿易の業務内容

１．半導体/プリント基板の設備/材料の輸出入販売・メンテナ

ンス

２．IT開発（AR/VR開発、ウェブ開発）

３．AMR輸入販売・メンテナンス

４． ECネット販売

５．LED照明の販売

６．家電量販店などに消費者向け製品の販売

７. クラウドファンディング



丹波健の自己紹介

１）元中国国籍で、88年日本留学。来日34年

２）1999年丹波貿易で人生の一回目の起業

３）2011年人生2回目の起業、IT会社Wowtech Inc.を設立。Lineのよ
うなアプリWowtalkをLineより2ヶ月早くリリース。半年で50万ダウン
ロード

2012年AR/VRのIT会社Idealsee Japan Inc.を設立
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2011年初めて作ったIT会社



私の人物像

１）人が好き、お酒は強くないですが、人と飲むのが好きです。

来日34年、仕事で名刺交換した数： 約25，000枚

Wechat友人約10，000人

丹波貿易24年間の歴史で、沢山の仕事は人脈に頼っ取ってきました

２）仕事が楽しい、ほぼ毎日夜2時3時まで仕事をしています。

３）冗談を言うのが好きです。
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弊社の仕事募集内容及び求めている人物像
１．営業
１）フットワークが軽い方

２）弊社の強みの一つは沢山の新規商材を持っていること。新規商材でも注文を取ることができる方

仕事のイメージ：電話、メールで営業、さらに対面営業

２．貿易

1）基本的な英語の読み書き能力を持つ方

仕事のイメージ：一つの案件を管理し、発注、納期管理、出荷管理、貿易書類、入荷管理など

３． ECショップ運営
1）ECショップ運営経験がある方



弊社の募集内容及び求めている人物像

★ 上記共通

1）EQが高く、素直で、学習能力がある方

2）自分で考える力がある方

3）丹波貿易の社員全員が平等に将来の社長候補であるため、社長のつもり

で仕事ができる方

★ 丹波貿易で、仕事ができる社員の昇進が早い、入社年数と関係ないです。

給与、ボーナスも仕事の成果を見て判断します。入社年数と関係ないです。



給与、福利厚生

１．給料
20万/月～
但し、面接の時の評価でより多くなる可能性があります。

２．賞与
会社の業績による
実績最高賞与 年間6ヶ月

３．福利厚生
業績が良い時に海外旅行、国内旅行を会社負担にて実施
社会保険、厚生年金

４．残業
一般社員はあまりないです。役職が高いほど、忙しいので、遅くまで仕事
することがあります。



半導体ーPCB設備関連



電子材料関連
SiCウェハ、酸化銅など半導体/プリント基板製造資材等

ドリル



IT関連
AR(拡張現実) – VR(仮想現実）その他IT開発



IT関連
AR(拡張現実) – VR(仮想現実）開発



IT関連
AR(拡張現実) – VR(仮想現実）開発



EC関連
消費者向けの製品



子会社ノートン・ライティングテクノロジージャパン
LED照明販売 http://www.nortrum.co.jp

http://www.nortrum.co.jp/


丹波貿易最近の新事業の一部

世界トップレベルの技術を持っている中国メーカーのAMR(人工知能自
動運搬ロボット）を販売開始



丹波貿易最近の新事業の一部

海外のいい商品を日本でクラウドファンディングする事業を開始



丹波貿易最近の新事業の一部

日本大手量販店ヤマダ電機、ビッグカメラ、
ヨドバシカメラなどで自社ブランドの防災、
キャンプ用ポータブル電源の販売を開始



取引先（国内）

• Softbank株式会社

• KDDI株式会社

• 近畿日本ツーリスト株式会社

• 株式会社ビックカメラ

• 凸版印刷株式会社

• 株式会社ビジョン

• イビデン株式会社

• イビデンエンジニアリング株式会社

• 京セラサーキットソリューションズ株式会社

• 住友電気工業株式会社

• 住友電工プリントサーキット株式会社

• 日東電工株式会社

• 日本特殊陶業株式会社

• 日立化成工業株式会社

• ファナック株式会社

• フジクラ株式会社

• 古河電気工業株式会社

• 富士通

• 株式会社メイコー
• 株式会社キョウデン
• CMK株式会社
• メック株式会社
• サカエ理研工業株式会社
• 株式会社さくらや
• 三和油化株式会社
• ツカサ工業株式会社
• 株式会社ティーアイビーシー
• 株式会社高岡
• 株式会社浜田技研
• 株式会社市川精機
• 丸仲工業株式会社
• 菱江化学株式会社
• 星和電機株式会社
• 甲南大学
• 株式会社コスモスペース
• プラップジャパン株式会社
• ウェルツアニメーションスタジオ
• 株式会社DMM
• 新潟テレビ局
• 株式会社アーム電子
• プラメックス株式会社



取引先（海外）

• IBIDEN Electronics(Beijing) 
Co., Ltd

• IBIDEN Philippines Inc.
• IBIDEN Circuits of America
• IBIDEN ELECTRONICS 

MALAYSIA SDN. BHD.
• CMK CHINA
• CMK THAILAND
• PAL社(Process Automation 

International Ltd)
• AMPOC FAR-EAST Co., Ltd
• C-SUN MFG. Ltd

• JHY HUEY Auto Machine Co., Ltd
• VIGOR Machine Co., Ltd
• ACECAD社
• Silicon Power社
• GCE社
(Great Chieftain Electronics Machinery 
Co., Ltd.)
• Custom Electronics Co., Ltd.
• フィリピン サンミゲル社
• コカコーラ フィリピン
• 中国TCL社
• 白井電子科技（珠海）有限公司



オフィス風景 本社ビル完成時（2008年）



展示会の写真



会社写真 会社の飲み会



会社写真 社内懇親会



会社写真 会社中



会社写真 誕生日会



会社写真 「社長賞」と社員全員が投票して選ぶ「今月
のベスト社員」の風景



会社写真 キキちゃんとDoggyは会社のアイドル



会社写真 キキちゃんとDoggyは会社のアイドル



会社写真 キキちゃんとDoggyは会社のアイドル



丹波貿易の社長も社員も旅行がすきです。

丹波貿易22年の歴史のなかでの社員旅行：

日本国内： 北海道一回、沖縄一回、名古屋万博一回、

富山県白川郷一回

そのた、複数回温泉旅行

海外旅行

オーストラリア 二回

マレーシア、タイ、韓国済州島、台湾 各一回

ヨーロッパ 三回

アメリカ西海岸一回

ハワイ一回
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03年丹波貿易泰国社員旅行
貿易担当の事務員の娘と丹波家の長男次男
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03年丹波貿易タイ社員旅行
課長と丹波
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04年丹波貿易馬来西亜社員旅行
部長と部長の娘と丹波の次男
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04年丹波貿易馬来西亜社員旅行

課長と課長の奥さん アルバイトの女の子
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06年丹波貿易オーストラリア社員旅行
技術顧問と奥さん
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06年丹波貿易オーストラリア社員旅行
部長の息子
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07年丹波貿易イタリア社員旅行
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08年丹波貿易済州島社員旅行
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14年丹波貿易アメリカ西海岸社員旅行
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15年丹波貿易ヨーロッパ社員旅行



44

18年丹波貿易台湾社員旅行

日月潭 台中



• Tamba-Trading Co., Ltd.

丹波貿易株式会社

会社のURLはこちら

面接Flow： 書類選考→Zoom面接→最終面接→採用決定

Email: tambaken@tamba-trading.com



丹波貿易株式会社
Tamba-Trading Co., Ltd.

ご清聴ありがとうございました


