【中折込】207mm

【裏表紙】210mm

【表紙】210mm

ものづくりは 国際分業時代

Company Profile

相模線

私共はこれまで、韓国や東南アジア・中国企業を中心に、取引や交流を深め、
ビジネスフィールドで様々な事業展開を行ってまいりました。これらの活動か
ら、日本で古くなった機械や設備を輸出し、海外でリサイクルするなど海外の

有限会社オリエントマシン（ORIENT MACHINE LTD.）

製造現場をみつめることで、新たに日本の良さを知ることになりました。

めまぐるしい勢いで変化し続ける現代において、“ものづくり” はフィールド
を世界に移し、各国・各地域で役割分担する時代へと突入しております。
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設計・製造を必要な地域へ展開するお手伝いをさせていただいております。

ネットワークを結び、各国の現状に最適な機械・設備をご提供すべく、日夜
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世界中をかけめぐります。

中新田市街道

当社のサービス

【代表取締役】平手

陽介

【設立】1999 年 4 月

【資本金】300 万円

所在地
スズキ

オリエントマシンは、このような時代の変化に対応するため、必要な設備・

国内はもとより、アジア地域を中心に、日本とアジアを結ぶ金属加工機械の

えびな団地

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田2-11-1 みゆきビル 2 階
2F, Miyuki Bldg.2-11-1 Nakashinden, Ebina,
Kanagawa 243-0422 JAPAN

TEL.046-211-3264

FAX.046-211-3264

http://www.orientmachine.co.jp
info@orientmachine.co.jp

1 中古機械の買取・販売

主に、日本製の中古機械を査定し買取後、中古機械として販売いたします。
買取希望のお客様のニーズに合わせ、
『再生コース』と『直送コース』の
2つのプランで、日本国内はもちろんのこと、アジアの新興国など、
海外に輸出いたします。

2 新品機械の販売
NEW
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レーザ加工機、プレスブレーキ、テーブルスポット溶接機などの、
日本製の鈑金機械を新品販売しています。お客様のご要望にあった
機械を、ワンストップでお届けしています。（輸出も可能）

新品機械の販売

輸出入許可代行
特に、取得しにくい海外向け輸出入許可の取得代行を行っています。

ASIA

中古機械の買取・販売

当社が保有する、アジア新興国に関する知識や輸出入のノウハウを
活かし、小回りのきく手配をサポートいたします。

輸出入許可代行
ASEAN進出コンサルタント

4 ASEAN 進出コンサルタント

韓国、中国など、アジアの大きな経済圏はもとより、アジアの新興国

（主にベトナム）に進出する日本企業のサポートを行います。ベトナ

ASEAN

ムに支社や工場を作りたい企業様に、当社のノウハウを駆使し、様々
な角度からコンサルティングいたします。

金属加工機械と周辺装置のコンサルタント

【中面】627mm
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中古機械の買取・販売

SERVICE

信頼できる日本製の中古機械のリユース事業です。
中古機械をそのまま直送する『直送コース』と、いっ
たん部品や部材をばらし、清掃や整備をして新品

同様に生まれ変わった中古機械をお送りする『再生

コース』の２つのコースをご用意。お客様のニーズ

SERVICE

主な取扱い中古機械
鈑金加工機械

プレス機械

汎用旋盤

汎用フライス

NC 旋盤

マシニングセンター
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新品機械の販売

SERVICE
主な取扱い新品機械

当社では、日本製の新品機械の販売をいたしてお
ります。お客様のご要望に合わせて販売しており

レーザ加工機

ますのでお気軽にお問い合わせください。

プレスブレーキ

テーブルスポット溶接機

に合わせて海外に輸出いたします。

ASEAN進出コンサルタント
こんな方に

ASEAN諸国は、ものすごいスピードで成長してい
ます。

例：ベトナム

同じアジアの中で大きな経済市場をもつ日本・中

国・韓国などには、その規模はまだ満たないですが、
人口減が加速している日本に比べても、ベトナム
などは猛スピードで人口が増えており、数十年後

には日本の人口に極めて近づくとも言われ始めま
した。

SHIBUYA
STEP.1

買

MERUGA

KOYO GIKEN

現地企業と

しかし、そんな成長めまぐるしいベトナムなどの新

おこし活性化すべき時がきていると感じています。

進出する日本企業のサポートを行っています。ベト

再生コース

直送コース

新品に近い状態に整備された機械を
安心して使いたいお客様向け

現状のまま中古機械を使いたいお客様向け
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SERVICE

ナムに支社や工場を作りたい企業様に、当社のノウ

輸送（輸出）

陸送および海外輸送にて、
お客様の工場に出荷いたします。

再

生

取得しにくい海外向け輸出入許可の取得代行を

行っています。当社が保有する、アジア新興国

に関する知識や輸出入のノウハウを活かし、小

海外加工委託サービス
韓国、ベトナム、中国の現地において、日系および現地ロー

STEP. 4

カル企業への金属加工品の製造委託サービスも承ってい

輸送（輸出）

陸送および海外輸送にて、お客様
の工場に出荷いたします。

win = win

過去の実績とノウハウを踏まえ

その他のサービス

清 掃、塗 装、整 備 や 修 理、稼 働
チェックなど、お客様のご要望に
そって仕上げます。

ます。

当社では、信頼できる中古機械のみを買取、
機械の状態をきちんと査定した上で、販売し
ております。アジア新興国への輸出実績も多
数ございます。

支店を出したい

たします。

最もリーズナブルな価格でご購入いただけます。

STEP. 2

相談をしたい

ハウを駆使し、様々な角度からコンサルティングい

輸出入許可代行

回りのきく手配をサポートいたします。

STEP. 3

現地に

る結びつきを強化し、お互いが WIN=WIN の商流を

そこで当社は、アジアの新興国（主にベトナム）に

日本国内の再生工場に陸送します。

輸出入の

ベトナムなどの新興国が、より一層のビジネスにおけ

ただきます。

送

依頼したい

まだある開発途上の地です。そこで今こそ、日本と

い取ります。機械の状況を査定させてい

陸

取引したい

興国は、経済や産業面でも成長できる伸び代がまだ

取

日本製の中古機械を日本国内で当社が買

STEP. 2

現地に仕事を

発注者様から、詳細な条件をお伺いし、アジア各国の現地
にて部品の組立て加工作業を発注します。発注者様のコス
トカットのみならず、アジア各国の雇用の創出や経済発展
にも貢献できます。

主な作業
輸出入許可申請

必要書類の準備

のビジネスを

誠実に展開いたします！

市場調査など

オリエントマシンの歩み
1999 年

4月

有限会社オリエントマシン創業

2001 年

4月

韓国機械商社への中古機械販売開始

2004 年 10 月
2005 年

2月

2005 年 10 月

南アフリカケープタウンへ中古機械輸出開始
タイ／マレーシア／シンガポールの中古機械商社 7 社を訪問
韓国の（株）三城機械とバックゲージ製造・販売での提携

2006 年

4月

2007 年

1 月 「テクニカルショウヨコハマ 2007」に
プレスブレーキ用 NC 制御装置を共同出展

2008 年

9月

マレーシアへ中古機械輸出開始

2009 年

4月

オーストラリアへ中古機械輸出開始

2009 年 10 月

プレスブレーキ用バックゲージ 5 軸制御装置
“プレスブレーキ用 NC 制御装置” を発売

中国へ中古機械輸出開始

2011 年

6月

ベトナムへ中古機械輸出開始

2012 年

8月

タイへ中古機械輸出開始

2014 年 10 月
2017 年

1月

毎年開催！
『コマ大戦ホーチミン大会』

第 1 回コマ大戦ホーチミン大会を開催
ホーチミンに現地法人設立

当社は、毎年ベトナムで開催される『コマ大戦
ホーチミン大会』の主催者として、官民一体型
のイベントを通して、ベトナムの経済発展に貢
献しています。

