2017 中国緑盟海外訪問―日本
代表団名簿
団長
馬蔚華 中国企業家倶楽部理事長、元招商銀行頭取
コンサルタント
許小年

中国企業家倶楽部顧問、
中欧国際工商学院の経済学及び金融学教授

団員（氏名のピンイン順）
１．程虹

中国企業家倶楽部秘書長

２．車宝臻 成山集団有限公司副総裁
３．刁志中 広聯達科技股份有限公司董事長
４．丁寧

僑福臻藏中国総代表、副総裁

５．高輝

北京東長安（集団）有限公司董事長

６．高遠

寧夏遠高実業集団有限公司総裁

７．高柱

蒙発能源控股集団董事長

８．耿辰鳳 北京聯動天翼科技股份有限公司副総経理
９．胡周斌 上海美特斯邦威服飾股份有限公司副総裁
10．黄偉

福建喜相逢汽車服務股份有限公司董事長兼総経理

11．黄種藝 揚億（厦門）服装有限公司董事長
12．李洪文 愛迪特（秦皇島）科技股份有限公司董事長兼総経理
13．李師 瑞馳恒達商業管理（北京）有限公司総裁
14．李小梅 湄公河旅游股份有限公司董事長兼総経理
15．李遥

江蘇維爾利環保科技股份有限公司副総経理

16．林寧

広西貴港市甘化集団有限公司董事長

17．王海涛 北京贏鼎教育科技股份有限公司董事長兼総裁
18．王瀚

上海均瑶（集団）有限公司董事兼戦略投資部副総経理

19．王啓民 吉広伝媒集団創始者、董事長
20．王鉄

藝康全球執行副総裁及大中華区総裁
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21．翁文彪 上海至正道化高分子材料股份有限公司 CEO
22．楊現祥 海豊国際董事局副主席兼 CEO
23．游愛国 上海納爾数碼噴印材料股份有限公司董事長
24．虞学澤 長業建設集団有限公司董事長
25．岳巍

西蔵承億医薬科技有限公司董事長

26．岳帥凱 西蔵承億医薬科技有限公司董事
27．張紀星 徳龍控股有限公司副総裁
28．張亜明 日出東方太陽能股份有限公司副総裁
29．趙笠鈞 博天環境集団股份有限公司董事長兼総裁
30．周軍

北京天誠盛業科技有限公司創始者兼 CEO

31．周小華 威立雅中国環境服務総裁
32．朱貞紅 菱感智能科技（上海）有限公司董事局副主席
33．訾建軍 康利達集団総裁

理事随行

1.

王胜

马蔚华アシスタント

弊社のメンバーは６名、名簿は以下のように：

2.

袁淵

中国緑公司 ゼネラルマネージャー

3.

安琪

中国緑公司 プロジェクトマネージャ

4.

馮嘉雪 中国緑公司 プロジェクトマネージャ

5.

李志

中国緑公司 アカウント・マネージャー

6.

陳旭

ブランド PR 副総監

7.

崔宇

ビジョンマネージャ

8.

金玮婷 ボランティア

9.

植田絵麗（ウエダ エリ）

10. 戴一寧（タイ

イチネイ）

通訳
通訳

パナソニック株式会社（7 月 3 日-7 月 5 日中午）

11. 徐弋（男）

松下電器(中国)有限公司経営企画部 高級経理

12. 黃魯南（男） 松下電器(中国)有限公司経営企画部 経理
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団 長
1.

馬蔚華 中国企業家倶楽部理事長、元招商銀行頭取
中国企業家倶楽部理事長、元招商銀行株式会社執行取締役、銀行頭取兼最高執行官、経済学博
士。かつて香港永隆銀行、招商信諾生命保険有限会社と招商基金管理有限会社代表取締役を兼任
した。倶楽部ホームページ：www.daonong.com

コンサルタント
2.

許小年 中国企業家倶楽部顧問、中欧国際工商学院経済学と金融学教授
許小年教授は中国における知名度と影響力を持つ経済学者の一人である。現在、中欧国際工商学院の経
済学と金融学教授に就任しており、研究分野はマクロ経済学、金融学、金融機関と金融市場、過渡的経済
論および中国経済改革を網羅している。

メンバー
3.

程 虹 中国企業家倶楽部秘書長
中国企業家倶楽部は民間非営利組織として、すでに中国では最も代表的かつ影響力を有する商業指
導組織となっている。中国企業家倶楽部のメンバーとしては、馬云、柳伝志、郭広昌、馬蔚華、劉永
好、張近東、許家印、李東生、王玉鎖等の 59 名の中国企業家が含まれ、彼らの会社は毎年 3 万億人
民元以上の営業収入を創出し、中国市場経済の代表的企業である。程虹氏は積極的に中国企業家
の国際化過程と商業精神の宣伝の推進に注力している。倶楽部ホームページ：www.daonong.com

4.

車宝臻 成山集団有限会社副総裁
成山集団有限会社は現在、従業員 8000 名、総資産は 75 億元、敷地面積 100 万平方メートルに達し、
タイヤ製造、海洋食品、旅行不動産等の産業を行う巨大グループである。会社ホームページ：
http://www.chengshan.com

5.

刁志中 広聯達科学技術株式会社代表取締役
広聯達科学技術株式会社は 1998 年に成立し、2010 年 5 月深センの中小企業ボードにて上場（株券略
称：広聯達、株券コード：002410）し、中国建設工程分野情報化産業における初めての上場ソフト会社
である。2009 年から広聯達はグローバル化スタートし、現在はアメリカ子会社、フォンランド子会社及
びイギリス子会社を中心とし、欧米市場を輻射し、シンガポール子会社、香港子会社とマレーシア子会
社の区域優位に基づき、台湾、インドネシア、タイなどの東南アジア市場の発展を牽引している。会社
ホームページ：http://www.glodon.com

6.

丁 寧 僑福集団中国総代表
僑福集団は現代不動産の発展及び上質生活品質の創造者の代表として知られている。黄氏家族は
20 世紀 50 年代から創立され、本部は香港にある。当該集団の開発プロジェクトはアジアだけではな
く、ヨーロッパひいては世界に向けて展開している。また、当該集団は現在エネルギー、物流などの分
野にも足を踏み入れている。会社ホームページ：http://www.parkviewgreen.com
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7.

高 輝 北京東長安（集団）有限公司董事長
北京東長安（集団）有限公司は 2000 年に創立され、集団の業務が事業用不動産及び金融サービスと
いう二種類に分けられる。集団の傘下に多くの子会社を持っている。目下のところ、天倫偉業を始めと
する不動産セクション及び宝瑞通典当行（質屋業）を始めとする金融セクションを中核的発展方向とし
て、互いに融合させ、資源を共有させ、企業の規模拡大と強化に重点を置いている。

8.

高 遠 寧夏遠高実業集団有限公司総裁
寧夏遠高実業集団有限公司は 2001 年に設立され、現在千人余りの従業員を擁している。同集団はグ
リーン化厚肉鋼付帯施設の加工、設置、販売及び鉱物資源の開発、加工、販売が一体化した大型総
合的集団企業である。寧夏省と山西省二つの省に跨り、傘下に数多くの子会社を持っている。
同集団傘下に 4 つの銅鉱山、4 つの金剛砂鉱山と 1 つの石英岩鉱山を有している。鉱山は鉱物含有
量が非常に高く、採掘しやすい。銅鉱の埋蔵量が 2000 万トンを超え、金剛砂と石英岩の埋蔵量は何
れも 6000 万トンを超えた。集団の鉱物資源埋蔵量は山西省民営企業第 1 位となり、とりわけ 4 つの金
剛砂鉱山の全体埋蔵量が全国 1 位となっている。
会社ホームページ：www.nxyuangao.com

9.

高 柱 蒙発能源ホールディング集団董事長
蒙発能源ホールディング集団は 2009 年に創設され、登録資本金が 2 億元に達し、石炭の生産、水洗
いと選鉱、輸送、販売をメイン業務として、新エネルギーの開発、金属鉱の採掘、現代農業、観光、金
融、不動産などをサブ業務とした多元的な企業集団である。同集団の生産高は百億元を超え、傘下に
ホールディング会社及び持株会社 28 社を持っている。集団の総資産が約百億元に達しており、これま
での合計売上高は 280 億元を上回った。会社ホームページ：www.mengfagroup.com

10. 耿辰鳳 北京聯動天翼科学技術株式会社副総経理
北京聯動天翼科学技術株式会社はリチウム電池応用を中心とした新エネルギー分野のハイテクノロ
ジー企業である。会社の本部は北京にあり、3 万平方メートルの科学研究オフィスビルを持ち、さらに
北京、天津、深セン、スウェーデン、日本にて研究開発技術センターを設置している。会社の営業拠点
は中国の各主要省に分布し、その他、三つの海外生産基地が建設中、商品は３７ヵ国と地域に売ら
れ、欧州、豪州などの先進国と地域も含まれている。会社ホームページ：http://www.linkdata.com.cn
11. 胡周斌 上海美特斯邦威服飾株式会社副総裁
1995 年、周成建氏は美特斯邦威服飾株式会社を発足した。同年、「Metersbonwe」は初のブランドショ
ップを開設した。2008 年、美特斯・邦威は深圳証券取引所で上場し、「美邦服飾」と略称される。上場
当日に、「ME&CITY」というブラントを立ち上げた。目下のところ、同社の傘下に米喜迪 ME&CITY
KIDS、CH’IN 祺、AMPM などのファッション・カジュアルウエア・ブランドを持っている。また、ネットショッ
ピング、ファッション情報及びコミュニケーション・ゾーンなど多くのセクションを一体化させたファッション
プラットフォーム「邦購網」を自社で作り上げた。会社ホームページ：http://corp.metersbonwe.com
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12. 黄 偉 福建喜相逢車サービス株式会社代表取締役兼総代理人
福建喜相逢車サービス株式有限会社は 2007 年に成立し、本部は福建の福州にあり、会社は主に営
利性レンタカー業務と金融保証レンタカー業務を主要経営内容としている。現在、七つの子会社と十
個の支店を有し、顧客に「ワンストップ、多元化、全方位」の総合的車サービスを提供している。会社は
2015 年 12 月、新三板に上場。会社ホームページ：http://www.xxfqc.com
13. 黄種芸 揚億（厦門）服装有限公司 董事長
2007 年に設立された揚億（厦門）服装有限公司は本部が福建省厦門市にあり、主要製品がスキーウ
エア、水着、ビーチパンツ、フィットネスウェア等のアウトドア・カジュアルウエアである。同社は専門の
対外貿易及び加工製造を一体化させた企業であり、健全なサプライチェーンと強力なサプライヤーを
持っており、多くの欧米企業とビジネスパートナー関係を締結した。
14. 李洪文 愛迪特（秦皇島）科学技術株式会社代表取締役
愛迪特（秦皇島）科学技術株式会社は、中国では科学研究、開発、製造を一体化した歯科のジルコニ
ア磁器のサプライヤーである。中国国内の歯科医療業界では高い知名度を持ち、市場占有率はリード
している。現在、会社の国内市場シェアははるかに先頭を切り、その同時、世界の歯科医療分野にお
いても優秀な成績をおさめ、会社の製品は欧米、日韓などの 90 以上の国に輸出されている。会社ホ
ームページ：http://www.zro2blocks.com
15. 李 師 瑞馳恒達商業管理（北京）有限公司董事長兼総経理
瑞馳恒達商業管理（北京）有限公司は豊かな企業誘致、運営、管理の実際的経験を有する専門化機
構であり、ビジネス管理の全過程のサービスを提供している。目下のところは北京駅、北京南駅等多く
の高速鉄道駅のビジネス開発と経営権を有しており、ビジネス運営面積が約 2 万平方メートルに達し
ている。主にビジネスプロジェクトの前期の戦略計画、中期の企業誘致と賃貸事業、後期の運営管
理、及び投資コンサルティング等の業務を展開している。
16. 李小梅 雲南湄公河集団有限公司副総経理、湄公河旅游株式会社董事長/総経理
雲南湄公河集団有限公司は全国知名なパイプ企業――金洲集団が 1995 年 3 月に出資し設立した企
業である。同社はエコツアーをメイン業務とし、バイオテクノロジーと観光用不動産業務をサブ業務とし
て、主に昆明市、普洱市及びシーサンパンナに事業を展開している。傘下に多くの子会社を擁してい
る。会社ホームページ：www.mekong.cn
17. 李 遙 江蘇維爾利環境保護科学技術株式会社副総経理
江蘇維爾利環境保護科学技術株式会社は 2003 年に成立し、専門的に生活ごみとゴミ濾過液処理分
野を携わる中国新興市場の上場会社である。維爾利はゴミ濾過液の処理、水循環の再利用、厨房ゴ
ミと食後ゴミの処理、排煙脱硝等の面において、自主コアテクノロジーを有し、国内では先頭位置に立
っている。会社ホームページ：http://www.jswelle.com
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18. 林 寧 広西貴港市甘化集団有限公司董事長
1998 年 12 月に設立された広西貴港市甘化集団有限公司は、製糖業をメイン業務とし、不動産、木質
パネル事業をサブ業務として、各業務を並行推進している。同社の登録資本金は 1 億元に達し、本部
が広西省貴港市にあり、傘下に子会社 8 社を持っている。2000 人の従業員を擁しており、総資産が 17
億元、年間営業収益が 11 億元に達している。同集団は白砂糖の年間産量が 20 万トンに達している。
甘化の「山蘭花」と「龍鳳ブランド」白砂糖は何れも広西省の名産物となっている。会社ホームページ：
www.gxgggh.com
19. 王海濤 北京贏鼎教育科技株式会社董事長兼総裁
北京贏鼎教育科技株式会社は（全国中小企業株式譲渡システム＜新三板＞に上場、証券コード：
833173、「贏鼎教育」と略称される）中国大学受験教育の先駆者であり、大学受験出願理論の創始者
でもある。本部は北京に位置しており、既存の業務が大学入試の出願、受験対策、入試データ分析、
海外留学、海外遊学などの分野を網羅し、現時点では既に徐々に大学受験教育の健全な生態産業チ
ェーンを形成し、高校生及びその保護者に大学受験教育のワンストップ・トータルソリューションを持続
的に提供している。会社ホームページ：http://www.yingding.org
20. 王 瀚 上海均瑶（集団）有限公司董事兼戦略投資部副総経理
均瑶集団は 1991 年 7 月に設立された実業投資をメインとした現代サービス業企業である。目下のとこ
ろは既に航空運輸、金融サービス、現代消費、教育サービス、科学技術イノベーション五つの業界セ
クションを形成した。傘下に A 株（国内投資家向け株式）上場企業 3 社と 15000 以上の従業員を擁して
おり、その規模が中国サービス業優良企業 500 社ランキングで第 177 位にランク付けされた。
航空運輸セクションは上海をメイン運営拠点とした吉祥航空(603885.SH)を中心として、金融サービス
セクションは愛建集団と華瑞銀行を業務上の拠り所にして、初歩的に金融生態系を形成した。現代消
費セクションは大東方、均瑶食品、均瑶如意文化、均瑶地産によって構成された。その中の中核企業
大東方（600327.SH）は江蘇省百貨店小売業の大手企業である。教育サービスセクションは世外教育
集団傘下の上海市世界外国語小学、中学校を業務実施の実体とした。科学技術イノベーションセクシ
ョンは均邦新材料と風尋科技によって構成された。2016 年同集団の営業収益は 233.659127 億人民元
で、総資産は 381.335488 億人民元である。会社ホームページ：http://www.juneyao.com
21. 王啓民 吉広伝媒集団有限公司董事長
吉広伝媒集団は 1991 年に創立された中国 4A メンバー企業であり、中国一級（総合型）広告企業であ
る。主に広告のワンストップソリューション、ネット教育と出版印刷、文化クリエイティブ複合体三つのセ
クションの業務を展開しており、国内外のハイエンドブランドに全産業チェーンの広告サービスを提供し
ている。北京、上海、広州、長春、瀋陽、ロンドン、ロサンゼルス七大事業部を設置した。会社ホームペ
ージ：www.gigoint.com
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22. 王 鉄 芸康世界執行副総裁及び大中華区総裁
芸康集団は世界では水、衛生、公衆健康、エネルギー技術とサービス分野の指導者である。命と切っ
ても切れない関係のある重要資源―ー清潔な水、安全な食品、豊かなエネルギーと健康な環境の保
護に力を注いでいる。現在、芸康集団は 170 以上の国と地域の飲食サービス業界、食品加工業界、ホ
テル業界、医療保険業界、軽重工業、石油天然ガス及び鉱物採掘加工業界などの顧客に全面的な解
決方案とサービスを提供し、より清潔、より安全、より健康、より持続可能な発展の世界を創出すること
を目指している。会社ホームページ：http://www.ecolab.com.cn
23. 翁文彪 上海至正道化高分子材料株式会社 CEO
上海至正道化高分子材料株式会社は国内トップのミドルエンドとハイエンド電線ケーブル用エコ型特
殊ポリオレフィン高分子材料企業であり、通信、電気設備、電力などの業界に使われている各種の電
線用高分子材料の研究開発、生産及び販売に力を入れてきた。「至正」、「Original」など同社のブラン
ドは既にエコ電線材料業界の知名ブランドとなった。主力製品の市場占有率は業界をリードしており、
また既に数多くの国内知名な電線業界上場企業の戦略的なサプライヤーとなった。目下のところ、同
社が出願した特許は 59 項目に達し、その中の 25 項目が既に特許権を取得した。また 10 項目余りの
専有技術を有しており、製品生産のコア技術は既に国内当該業界のトップレベルに達している。会社
ホームページ：www.sh-original.com
24. 楊現祥 海豊国際ホールディング有限公司董事局副主席兼 CEO
海豊国際ホールディング有限公司はアジア域内トップの水上運輸物流企業であり、傘 下に航運集団
と物流集団という二つの業務セクションが設置されていた。2010 年 10
月、 香港連合証券取引所メ
インボードへの上場を成功させた。
海豊航運集団の経営範囲はコンテナ定期船運送、船主及び船舶管理、船舶仲介、レ ンタルコンテナ
などの分野を跨いだ。目下のところ、当社の航路ネットワークは中国、
日本、韓国、台湾、香港、ベ
トナム、タイ、フィリピン、カンボジア、インドネシア、シンガ ポール、ブルネイ及びマレーシア等 13 の
国と地域計 65 の主要な港湾をカバーしてい る。2016 年末までに、海豊国際は世界コンテナ水上運
輸企業で第 21 位にランク付けさ
れた。
海豊物流集団の経営範囲は貨物輸送代理、通関申告、LCL 貨物、プロジェクト・ロジ スティクス、物
流配達、船舶代理、ばら積み貨物、倉庫保管、コンテナヤード及び埠頭 関連業務などの分野に及ん
でいる。既に中国の青島、上海、ベトナムのハイフォン、ホーチミン及びタイのバンコク、レムチャバン
でヤードの経営と倉庫保管業務を行うためのロジスティクス・パークを築き上げた。ダムコ・ロジスティ
クス、伊藤忠ロジスティクス、勝獅、青島ビールなどの世界的に有名な物流企業及び生産企業と長期
的な共同出資と協力関係を保っている。2016 年同社の年間営業収益は 1,215,791 千ドルで、総資産は
1,455,638 千ドルである。会社ホームページ：http://www.sitc.com
25. 游愛国 上海納爾数碼噴印材料株式会社代表取締役
上海納爾は 2002 年年末に創立された。10 年余に渡り、研究、開発、販売等一連の事業を展開してい
るデジタルインクジェット印刷資料業界のリーダー企業と成長した。世界 90 カ国や地域の顧客に品質
保証のある、環境に優しい商品、そしてプロ級のサービスを提供している。中国上海市、江蘇省南通
市において 3 か所の現代化した製造や物流拠点を有する。2016 年上場企業となった。会社ホームペ
ージ：http://www.nar.com.cn 会社ホームページ：
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26. 虞学澤 長業建設集団有限公司董事長
長業建設集団有限公司（以下、長業建設と略す）は 1977 年 7 月に創立され、現在は既に建築施工を
主要業務として、他産業分野の多元的な発展を遂げた企業に成長し、中国民営優良企業 500 社及び
浙江省総合大型企業トップ 100 に選出された。長業建設の登録資本金が 3.15 億元、総資産が 20 億
元に達し、年間施工高は 120 億元を上回った。傘下の 30 余支社は全国各地で業務を展開しており、
また東南アジア、アフリカ市場にも進出している。会社ホームページ：www.changyegroup.com
27. 岳 巍 チベット承億医薬科学技術有限会社代表取締役
チベット承億医薬科学技術有限会社の主な経営業務は、伝統な医薬の販売、インターネット医薬販売
ブラットフォーム、薬局チェーンの経営がある。伝統な医薬販売以外に、承億は第三者電子商取引ブ
ラットフォームの建設の発展に力を注ぎ、健康産業の需給双方に情報共有を提供し、大健康産業の中
小企業に情報公布、普及及び取引決済のサービスを提供する。現在、提携されたチェーンブランドは
２３０個、提携されたチェーン店は１万個、単体薬局は１万個となり、全国に分布する広東、広西、山
東、江蘇、四川等の 19 の省の末端薬局に技術サービスを提供している。
28. 岳帥凱 チベット承億医薬科学技術有限会社取締役
チベット承億医薬科学技術有限会社の主な経営業務は、伝統な医薬の販売、インターネット医薬販売
ブラットフォーム、薬局チェーンの経営がある。伝統な医薬販売以外に、承億は第三者電子商取引ブ
ラットフォームの建設の発展に力を注ぎ、健康産業の需給双方に情報共有を提供し、大健康産業の中
小企業に情報公布、普及及び取引決済のサービスを提供する。現在、提携されたチェーンブランドは
２３０個、提携されたチェーン店は１万個、単体薬局は１万個となり、全国に分布する広東、広西、山
東、江蘇、四川等の 19 の省の末端薬局に技術サービスを提供している。

29. 张纪星 徳龍グループの副総裁
徳龍ホールディングは鋼鉄の生産、資本運営及びファイナンスリースを一体化させた企業である。
2005 年、徳龍ホールディングはシンガポール連合取引所で上場し、海外で上場した初の中国民営鋼
鉄企業となった。目下のところ、徳龍鋼鉄有限公司、徳衆国際ファイナンスリース有限公司、徳龍機械
軋鋼有限公司、邢台新龍煤気有限公司、及びアジア・パラゴン・インターナショナル有限公司、徳鑫鋼
鉄（シンガポール）有限公司を傘下に持っている。www.delongsteel.com
30. 張亜明 日出東方太陽エネルギー株式会社副総裁
日出東方太陽エネルギー株式会社は上海証券取引所 A 株メインボードの上場会社であり、太陽エネ
ルギーの光と熱に基づき、「太陽、空気、水」を中心とし、「大環境保護」、「大健康」の二大産業をめぐ
り、商品の多元化、経路のサービス化、企業のインターネット化を通じ、「湯、熱エネルギー、浄水」など
の多元化業務にモデルチェンジとグレードアップをする。会社ホームページ：http://www.solareast.com
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31. 趙笠鈞 博天環境集団株式会社代表取締役兼総裁
博天環境集団は中国ではトップの生態環境総合サービス提供会社であり、上海証券取引所 A 株の上
場会社、世界一流の環境企業となることに力を注いでいる。現在、生態環境総合サービスの全生産チ
ェーン発展構造を形成し、環境計画研究、技術開発、設備製造、水道業務運営、環境モニタリング検
出、投融資合併買収、設計インフォメーション、EPC 総合請負、区域環境の総合管理、家庭環境智能
製品開発などの業務分野をカバーしている。集団傘下には 58 の子機構、5 つの区域センター、2000
名近くの従業員を有している。会社ホームページ：http://www.poten.cn
32. 周 軍 北京天誠盛業科学技術有限会社創始者兼 CEO
北京天誠盛業科学技術有限会社は世界では初めて指紋、虹彩、顔の三種類の自主知的財産権バイ
オメトリクス認証技術を一体化した整体解決方案のサービスプロバイダーであり、その自主研究開発
した虹彩認証技術は国際虹彩認証アルゴリズム公開コンテスト（NICE:Ⅱ）には世界第二となった。天
誠盛業は中国の北京を本部とし、国内にて 5 つのバイオメトリクス認証研究開発センターを設立し、さ
らに、アメリカのシリコンバレー、オランダのハーグ．デン・ハーグ、インドのデリーにて三つの海外会社
を設立した。その他、会社はスウェーデンの有名なトランスデューサーサプライヤーFPC と戦略協力バ
ートナー関係を構築し、手を携えてバイオメトリクス認証技術が全世界における普及と応用を推進す
る。天誠盛業は現在、金融、教育、社会保険、公安、政府等の業界の 1000 以上の大型顧客にサービ
スを提供している。会社ホームページ：http://www.techshino.com
33. 周小華 ヴェオリア中国環境サービス総裁
ヴェオリア集団はグローバル資源最適化管理分野の模範企業であり、五大洲で業務を展開している。
同集団は水、廃棄物、エネルギー管理分野のソリューションを設計して実施し、都市部と企業の持続
可能な発展を支持している。ヴェオリアは三つの相互補完的な業務分野を通じて資源の獲得、保護及
び補充事業を支援している。1990 年代、ヴェオリアは初めて中国市場に足を踏み入れ、国内環境サー
ビス分野に進出した。目下のところ、中国における連携プログラムは既に 60 件を超え、約 40 の都市と
関わっている。
ヴェオリアの廃棄物管理支部は世界廃棄物管理及び資源回収のリーダーである。固体、液体、一般
廃棄物及び危険廃棄物の管理業務をすべてカバーした唯一の企業として、ヴェオリアは高効率でイノ
ベーション型のソリューションを提供することによって、廃棄物の収集と処理、工業サービス及び資源
回収等各方面における顧客企業及び政府部門の需要を満たすことができる。 会社ホームページ：
http://www.veolia.cn/zh/about/Veolia_China
34. 朱貞紅 菱感智能科技（上海）有限公司董事局副主席
菱感智能科技（上海）有限公司は中国エレベーターとエアコン業界ハイエンド製品の O2O プラットフォ
ームである。三菱重工の戦略協力パートナーとして、菱感中国はその多元的かつ優良な線品を拠り所
にして、「全てをつなげ、もっと美しい生活へ！」という使命を背負い、三菱重工にプロジェクトチャネル
統合、大口顧客の獲得、プロパティマネジメント業務の交渉、電子商取引運営など多方面のサービス
を提供することに力を入れている。世界トップレベルの省エネエコ技術を持っている三菱重工ガス発電
機、イタリア IGV ハイエンド・カスタマイズ・液圧式ホームエレベーターとティッセンクルップトラクション式
ホームエレベーターの中国市場での全面的な普及事業に取り組んでいる。
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35. 訾建軍 康利達集団総裁
康利達集団は 1989 年に創立され、建築内装からスタートした。20 年余に渡り、建築内装を基本的な業
務とし、金融や株式投資、不動産や資本運営等の事業まで展開している。クリエイティブ産業を中心と
する大型グループ会社である。傘下に 20 社余の会社があり、26.5 億人民元の資本金に達した。年間
営業収入は 100 億人民元を超え、従業員は 1000 人に達する。河南省民営企業トップ 100 に連年ラン
クされた。持株会社康利達装飾株式会社（証券コード：835779）は 8 年間連続して全国建築内装トップ
100 に選ばれた。会社ホームページ：http://www.konita.com
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