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一、 医療健康
1．棗荘学院
企業紹介
棗荘学院は山東省属の公立全日制普通本科高校です。学校の敷地は 1142 ムー、
固定資産は 9.95 億元。学校は全国 25 の省(市、
自治区)に向けて生徒を募集し、
全日制普通本専科在校生数は 18338 人です。
提携目的
高齢者サービスと管理専門：
1、単位相互承認交換留学
2、関連専門本科、修士昇格
3、就業ルートの拡大。
連絡先：鄧紅艶 電話番号：13616322925 メール：dhyqflaser@163.com

ホー

ムページ：www.uzz.edu.cn
2．昌邑済賢養老センター有限会社
企業紹介
昌邑済賢養老センター有限会社は昌邑市人民政府の許可を経て、北京済賢養老
産業投資有限会社が投資して建設した大型専門養老センターです。2014 年、
本社は 12 億人民元を計画投資し、昌邑市に多機能な養老産業研究開発基地を
建設し、建築面積は約 30 万平方メートル、敷地は約 180 ムー。プロジェクト
は 3 期に分けます。昌邑済賢養老センターは 1 期工事に属し、2 期工事は 1 棟
23 階の済賢中病院と 23 階のリゾート式養老マンションを含み、3 期工事は 1
つの多機能養老町を建設します。1 期工程の昌邑済賢養老センターは 2014 年
に建設され、合計 2.5 億元を投資し、現在すでに投入しました。同プロジェク
トは昌邑市大学東街 18 番地に位置し、昌邑市のい水学校に隣接し、交通が便
利で、7 路バスが直通していて、環境が美しく静かです。プロジェクトの敷地
面積は 60 ムーで、建築面積は 10 万平方メートル、その中に 5 棟の多層養老用
部屋と 1 か所の 3000 平米室内生態園を含みます。昌邑済賢養老センターは
1200 枚の特色ある養老ベッドと 600 個の養老マンションを持っており、医療
養老、知恵養老とリハビリ看護機能を集め、全天候介護と労務出力機能、養老
科学技術と研究開発機能、養老実践と訓練機能、老年漢方医学の保健研究と養
生機能を一体とした大型総合的養老センターです。
8 / 88

9 / 88

提携目的
養老製品の研究開発、進んだ医療技術の導入、高齢者旅行プロジェクトの開発、
全体の高齢者サービスプラットフォーム、老年生活全体の解決方案を提供し、
老人の各種の生活需要を全面的に満たし、養老プロジェクトの投資協力を誘致
します。
連絡先：周照瑛 電話番号：13501289980 メール：yingjunge_art@sina.com

ホ

ームページ：www.jixianyanglao.com
3．汶上県蓮花湖康養院
企業紹介
会社は 2019 年 5 月、汶上北部の康養区で、医療、リハビリ、保健、養老、養
生、レジャー、旅行などの多業態が深く融合し発展した蓮花湖康養院と北城リ
ハビリテーション病院を実施した。プロジェクトの位置付けは医養融合、健康
養老、リハビリ養生です。プロジェクトの敷地は 13340 平方メートル、建築面
積は 2 万平方メートル。総投資は 3 億元、1 期投資は 1.5 億元。リハビリセン
ター、康養センター、健康検査センター、漢方医健康体験センター、特需児童
康教托養センター、月子会所（産後サービス）、愛孝在宅養老サービスセンタ
ー、老人能力評価センター、漢方医学養生館、558 ムー生態園区などを建設し
ました。バリアフリー施設、緊急コールシステム、消防システム、中央エアコ
ン、上下エレベーター、頤養レストラン、娯楽活動場所などを整備しています。
同時にハイエンドの CT、DR、核磁気共鳴、カラー超音波、心電、検査、リハ
ビリ、フィットネスなどの医療施設設備を配置し、スマートホームサービスプ
ラットフォームを建設します。プロジェクトは「医薬養食遊」の重点領域をめ
ぐって、「孝潤中都、健康汶上」のサービスブランドを構築し、済寧運河養生
健康産業帯に溶け込み、医康養深融合を推進しました。
提携目的
日本の資金と進んだ養老技術と理念を導入し、「医薬養食遊」の重点領域をめ
ぐって、国内で合弁株式会社を設立し、規模を拡大させ、省内の産業チェーン
を形成し、共同で医養健康産業を大きくし、上場を図ります。
連絡先：王大静 電話番号：15053769123 メール：15053769123@163.com
4．威海文登瑞雲祥康養センター
企業紹介
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会社は 2014 年 11 月に正式に運営し、敷地面積は 169000 平方メートルで、同
時に 900 人以上のお年寄りを収容することができます。瑞雲祥は自身の条件を
活かして、田園養生、医養と健康養老を完璧に結合し、独居特色のある新型養
老モデルを形成しました。現在、会社傘下の養老プロジェクトは、威海市文登
区瑞雲祥康養センター、瑞雲祥レジャー農業生態園、瑞雲祥看護院、威海市文
登区天福街道河北コミュニティ瑞雲祥スマート養老サービスセンター、張家産
鎮養老院、大水泊老人ホームが含みます。会社は社会的養老、医養結合、在留
養老、知能養老、コミュニティ居宅養老、農村特困供養が一体になっている五
星級の総合的養老サービス機構です。
提携目的
助老に必要な製品や設備、施設、機材などのメーカーに対してコミュニケーシ
ョンを行います。
連絡先：丛瑜佟 電話番号：13792799978 メール：ruiyunxiang@163.com

ホ

ームページ：http://www.ryxtyylgy.cn/
5．沂南県天河養老サービスセンター
企業紹介
沂南県天河養老サービスセンターは、2016 年 5 月から建設を着工し、総投資
は 10.2 億元、敷地面積は 500 ムーで、2 期に分けて実施します。そのうち、1
期に 5.2 億元を投資し、計画敷地 260 ムー、建築面積 14 万平方メートル、養
老ベッド 1500 ベッドを設置します。建設の計画は、沂南県社会福祉センター、
天河二級総合病院、老年幸福アパート、天河学苑、居家養老などのプロジェク
ト、「山東昔の抗戦兵士、建国前の高齢党委員センター」、「沂蒙高齢功労者
休養所」などの機関の設立を含みます。沂南天河養老サービスセンターは革新
的に社会養老 6+1 モデルを推進します。 具体的に、1 は病院+養老、2 はアパ
ート+養老、3 は在宅+養老、4 は文化+養老、5 は旅行+養老、6 はインターネッ
ト+養老です。サービスターゲット群は主に中年者及び高齢者であり、「医養
連携」の優勢を十分に発揮し、高齢者に入居するために良好な医療環境と介護
環境を創造し、専門の医療と介護チームで良質な健康養老養生サービスを提供
します。
提携目的
1.医療器械、老人保健茶、朱家林田園総合体観光などを輸出します；
2.技術面で進んだリハビリ技術を導入します。
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6．沂水県金鵬頤年園養老センター
企業紹介
敷地面積は 115 ムーで、その内養老センターの用地面積が 35 ムー、在宅養老
コミュニティの不動産プロジェクトの敷地が 80 ムー、建築面積が 14 万平方メ
ートル、総投資 3.6 億元であり、医療、養老、リハビリ、介護、療養及び在宅
養老不動産の開発を一体としたワンストップサービス機構であります。
提携目的
1、養老業界の経験交流
2、人材導入および関連養老人材育成
連絡先：張玉芹 電話番号：13562930788 メール：1186512835@qq.com
7．山東盛世千島山荘養老サービス有限会社
企業紹介
山東盛世千島山荘養老サービス有限会社・千島山荘頤養センタープロジェクト
の総延べ床面積は 22 万平方メートル、総ベッド数 4889 台あります。現段階で
1800 台を収容できる 1#頤養楼と 120 台ベッドの千島山荘病院(医療保険指定病
院)はすべて運営し、2 期プロジェクトも建設中であります。現在、契約と入
居ベッド数はすでに 1300 台余りに達し、医療と養生を融合させた新しいモモ
デルを構築し、養老産業では「健康、養生、享老（老後を楽しむ）」と「家、
コミュニティ、機構」の 3+3 を特色とする新しい養老モデルを形成しました。
提携目的
日本側企業との連携を通じて、養老サービス領域の海外投資を誘致します。日
本側企業と積極的に技術協力を求め、日本の養老サービスの進んだ経験を導入
し、「365+369」運営管理モデルを輸出します。結合点を探し、養老サービス
領域の協力を深く展開していきます。
連絡先：孫燕偉 電話番号：18063539991 メール：568956480@qq.com ホームペ
ージ：http://www.jinzhuyl.com/
8．山東女子学院
企業紹介
山東女子学院は省所属の普通本科高校であり、全国 3 つの女子普通本科高校の
1 つです。学校は済南市中の玉函キャンパスと長清大学科学技術園キャンパス
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があり、総敷地は 71.60 万平方メートル。今は全日制在校生 14966 人、教職員
761 人います。学校には、教育学、法学、管理学、経済学、芸術学、文学、工
学、理学の 8 つの学科にわたり、15 の教育学部、36 の普通学部と 23 の学生募
集している専門科が設置されています。
提携目的
1.学生の日本でのインタン
2.教師を日本の養老施設に行かせて見学します。
3.日本側企業と協力してシニアヘルパー研修を行います。
連絡先：陳姝君 電話番号：13127110699 メール：67497698@qq.com

ホーム

ページ：https://www.sdwu.edu.cn/

9．済南市技師学院
企業紹介
済南市技師学院は 1958 年に設立され、元の済南市労働局技工学校で、済南市
人力資源と社会保障局に所属します。2002 年 3 月、2003 年 7 月に労働と社会
保障部、山東省政府から済南市高級技工学校として承認され、副庁級事業機構
となりました。国家レベル重点技工学校、国家レベル技能人材訓練基地、山東
省技師訓練基地、山東省再就職訓練基地、済南市総合性公共実務訓練センター
でもあります。
提携目的
1.もっと多くの日本康養企業が本院に来て協力を行い、学生のグローバル化育
成ルートを広げることを望みます。
2.公式ルートを通じて、本院にもっと多くの対日協力交流活動を提供します。
連絡先：杜喜亮 電話番号：18605382510 メール：342910686@qq.com

ホーム

ページ：http://www.jnsjsxy.cn/
10．山東青年政治学院
企業紹介
山東青年政治学院は公立普通本科高校で、14 の学部、48 の専攻があり、在校
生 1.4 万人余りです。学校は現代サービス業に向けて、「康養文旅」に焦点を
当て学校を経営します。高齢者サービスと管理、ビジネス日本語、社会仕事、
不動産管理などの多くの高齢者に関わる専門があり、多くの優秀な卒業生を育
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成しました。山東長青藤養老産業研究院などの省級社会組織を設立し、「専攻
+日本語」などの対日国際化人材育成モデルを実施しました。
提携目的
1、学生の日本研修、インタンと就職。教師の訪学、学術交流活動を展開しま
す。
2、日本の康養サービス技術とカリキュラム、日本の養老人材育成システムを
導入します。
3、養老専門人材育成と社会サービスを共同で展開します。
連絡先：尹洪禄；陳越男 電話番号：18963072136；18615459973
yinhonglu@163.com；yuenanc@126.com

メール：

ホームページ：

https://www.sdyu.edu.cn/
11．山東右典健康産業有限会社
企業紹介
山東右典は 2015 年 7 月に設立され、スマート健康養老、長期介護サービスシ
ステムを模索、実践そして推進してきました。「孝潤斉魯（親孝行で斉魯大地
を潤す）」「右典照護（介護サービス）」「知托付、全心爱（安心して任せる）」
などの養老サービスブランド商標を有しています。会社は「よりよく方向に」
の企業精神をもって、人工知能とモノのインターネットビッグデータ技術を十
分に活用し、個性化ビジョン式医療サービス IP システムを導入しました。コ
ミュニティの在宅養老融合発展に専念し、高齢者向けのサービスを提供します。
コミュニティ型長期介護機構を主体とし、チェーン運営を手段とし、専門技術
を支えとした長期介護システムを形成しました。済南、済寧、潍坊、泰安、東
営などの地区にわたり、16000 余りの高齢者にサービスを提供しています。16
のコミュニティ医療施設、1 つの能力知力障害高齢者集中介護機構を運営し、
累積ベッド 581 台、チェーンの養老ブランドを構築しました。
提携目的
1、投資誘致：日本の康養企業と協力して、能力知力障害高齢者介護プロジェ
クトに投資します。老人ホーム、サービス付き老人ホーム、短期入居老人ホー
ム、認知障害介護、デイケアセンターなどの康養機構の建設と運営、福祉機械
の販売とレンタルなどを含みます。
2、技術協力：能力知力障害高齢者介護技術、特に認知症高齢者介護技術、入
浴介助技術を導入し、養老サービスの品質管理を全面的に向上させ、新しい経
営モデルを構築します。
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3、合弁会社の設立：山東省内に合弁会社を設立します。
連絡先：斉俊濤 電話番号：13375389899 メール：qijuntao@189.cn
12．山東頤臻養老サービスグループ有限会社
企業紹介
山東頤臻養老サービスグループ有限会社は養老コンサルティングと企画設計
及び資産運営、養老政策研究と第三者評価調査、養老サービスの育成、リハビ
リ用具のレンタル販売と高齢者向け居宅改造、養老リハビリ介護、幸福シルバ
ーライフスタイル提案館(ワンストップコミュニティ居宅養老サービス)など
の 6 つの業務プレートを含む総合的養老サービスグループです。2018 年から 2
年連続で ISO 9001 品質管理システム認証に合格しました。頤臻養老グループ
は何度も済南市民政局から優秀養老サービスグループ、先進社会組織に評価さ
れ、そして済南市民政局に重点支持社会組織に入れられ、政府機能の移転と購
入サービスを受ける資格を備えています。 現在グループの業務は以下になり
ます： 1、養老投資コンサルティングと企画設計(上海頤臻管理コンサルティ
ング有限会社) 2、リハビリ機械のレンタルと老朽化改造(山東耆年リハビリ機
械レンタルサービス有限会社) 3、養老運営(山東望年汇養老サービス有限会
社) 4、養老政策研究と第三者評価調査(山東泰山社会サービス業発展促進セン
ター) 5、省内の専門養老育成サービス(山東頤養老サービス職業育成学校) 6、
幸福シルバーライフスタイル提案館(ワンストップ居宅養老サービス)(山東百
老汇養老サービス有限会社)
提携目的
1、慢性病管理と回復に適しリハビリ機械などの養老製品を輸入します。
2、技術面においては、健康診断モデルと技術を導入します。
3、日本の有名な養老機構の進んだ管理経験を学び、健康診断モデルと先進技
術養老機構の運営モデルを導入します。4、在宅介護運営とリハビリ介護養老
専門(サービス)育成協力、学校運営協力、専門技能育成などの協力展開します。
連絡先：李翠翠 電話番号：13573197805 メール：sdjncuicuili@163.com ホー
ムページ：www.sdyescene.com

13．山東楽享両親老年産業有限会社
企業紹介
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山東楽享両親老年産業有限会社は養老サービスの社会化標準システム構築に
専念し、傘下に 5 つの子会社があります。コミュニティのワンストップ式養老
サービスを基礎とし、滞在養老を伸し、施設の養老を依託とし、医療養老の融
合を特色とする産業システムを構築することに力を入れています。養老サービ
ス、リハビリ病院、家庭介護、クラウドプラットフォーム及び高齢者向け製品
応用研究開発、養老プロジェクト運営管理を一体とした多元発展の産業グルー
プです。
提携目的
1、スマート養老ソフトウェア製品
2、スマート医療養老ハードウェア製品
連絡先：呉文才 電話番号：13675313231 メール：lxbmyl@163.com ホームペー
ジ：www.jnhyfl.cn
14．山東台医博康養老産業有限会社
企業紹介
山東台医博康養老産業有限会社は台湾長庚記念病院、台湾長庚養生文化村、台
湾長庚科技大学などと展開した全面協力を通じて、台湾の先進医養技術と人材
を統合し、「医、養、康、護」の全面的な在宅養老モデルを構築しました。医
療、養老を全面的に融合させた養老モデルを全国範囲に普及させることに力を
いれています。
提携目的
高齢者向けのケアベッド、ケア機械、デザインサービス製品の輸入
連絡先：劉曜 電話番号：13040792814 メール：12017502@qq.com ホームペー
ジ：www.bokworld.com
15．煙台莱山秀林老年福祉サービスセンター
企業紹介
センターは医療養老連携、ホスピス、レジャー休暇を一体とした養老サービス
機構です。延べ床面積は 23000 平方メートル，敷地面積は 45 ムー、計 800 ベ
ッド。1 期 400 台のベッドがすでに使用されており、2 期 400 床ベッドが建設
中で、2020 年 6 月使用出来る見込みです。1 期の建築面積は 12000 平方メート
ルで、7 棟の独立建築があります。2015 年 9 月に正式に開業し、養老ベッド
400 台を設置しており、現在は基本的に満室です。入居者のうち、知力障害或
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いは自分で生活出来ない要介護の高齢者は 80%を占めています。センターには
現有従業員 100 人おり、そのうち老人ホームで 70 人、医療センターで 30 人、
看護師はすべて資格を持っています。精密管理、一人も漏れないサービスを実
現しました。
提携目的
日本側との合弁経営を探します
連絡先：郭修林 電話番号：18605457766 メール：yantaixiulin@126.com ホー
ムページ：www.ytxiulin.com
16．青州市鴻星労務協力有限会社/潍坊鴻星職業育成学校
企業紹介
青州市鴻星労務協力有限会社は青州市で設立した最初の派遣労務経営会社で、
国内外の労務協力に従事しており、全国の対外労務協力業界の派遣労務基地、
山東省の派遣労務基地、全国第１期の三つの派遣労務基地の一つです。主に派
遣労務に関する宣伝、企画、募集、育成、出稼ぎ労働者家庭への協調サービス
などに従事し、各派遣労務経営会社との連絡などをしています。同時に国内職
業紹介、技能訓練、言語学校、労務派遣及び一連の国内労務協力プロジェクト
を開設しています。2011 年 11 月、潍坊市人力資源と社会保障局の許可を得て、
職業技能訓練を主とする民間職業訓練学校――潍坊鴻星職業育成学校を設立
しました。青州市鴻星労務協力有限会社と 1 つの機構に属します。本校の現有
オフィス場所は 400 平方メートル以上、教室と実習場所は 3000 平方メートル
以上。専科以上の学歴常勤及び非常勤教師は計 43 人おります。業務範囲は養
老家政サービス、電気溶接、調理、裁縫及び外国派遣労働育成に渡ります。現
在開設している専門は、養老看護士、家政婦、服装加工、日本語、電気溶接、
機械加工、食品加工、企業管理、マーケティング、建築、農業栽培などありま
す。学校は実用技能を主とし、学校と企業が連携し、マルチメディア授業、実
践と理論両輪で進む教育方法を採用し、各優秀企業と協力し、多くの技能型人
材を育成し、派遣しました。
提携目的
1、日本の福祉、医療、介護を学ぶ留学生の相談、生活などの事業を支援しま
す（住宅、行政手続きなどを含む)。
2、留学学校，就職企業，職業訓練，短期留学，各種手続きの代行，各種情報
の提供。
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3、医療機関および介護福祉企業への人材支援サービスの提供。
4、海外看護学部開設、日本語学校開設及び日本式介護知識の指導。
5、介護企業に必要な各種介護職員の初級研修、技術研修、技術更新研修と人
材研修及び海外人材の基礎研修を提供します。
6、特定技能人材日本入国後の言語教学及び生活·行政手続きの支援サービス。
7、特定技能人材の就活·転職と介護企業の仲介サービス
連絡先：夏玉新 電話番号：0536—3257009 メール：qzlwwp@163.com
17．中都怡養苑医療養老有限会社
企業紹介
中都怡養苑医療養老有限会社は 2017 年 2 月に設立され、主な業務は医療サー
ビス、養老サービス、病院及び老年マンションの投資、開発で、現在従業員
130 人余りおります。2017 年に会社は PPP モデルを採用し、6.3 億元を投資し
て全国の医養融合モデルプロジェクトを建設し、プロジェクトの敷地面積は 3
万平方メートル、建築面積は 11 余万平方メートルあります。プロジェクト計
画では、康賓ビル、リハビリセンタービル、医技病棟総合ビル、病棟サービス
ビル、聖地温泉療養センター、12349 養老情報サービスセンター、中都リハビ
リ介護院を設置し，医療ベッド 500 台(障害者リハビリベッド 200 台を含む)、
養老ベッド 2160 台を企画しています。
提携目的
上記 3 つの協力プロジェクトを巡って具体的な打ち合わせを行い、導入すべき
技術や利用資金の額を決めます。
連絡先：劉先旺 電話番号：0537-7255555 メール：wsx12349@126.com ホーム
ページ：www.zdfzjt.com
18．山東盛泉養老サービスグループ有限会社
企業紹介
会社は 2018 年 6 月 21 日に設立され、下に盛泉国際養老グループ、盛泉科技グ
ループ、盛泉文旅グループ、盛泉健康グループ、盛泉商貿グループを設置し、
盛泉虎山普恵養老基地、盛泉石島中端養老基地、盛泉栄成ハイエンドスマート
化養老基地などの三大基地と 100 個の居宅養老サービスセンターを有してい
ます。資本運営センターを利用して資源を統合し、国内１00 軒近くの養老機
構と共同で養老産業プラットフォームを構築しました。盛泉養老サービスグル
17 / 88

18 / 88

ープ現在のベッド数は 15000 台、基地入居高齢者が 3000 人以上。未来の五年
で、盛泉養老は全国に 300 軒の盛泉幸福家園チェーン機構を設立することを計
画し、30 万人の高齢者に養老サービスを提供することができます。
提携目的
1、共同で養老人材輸送ルートを建設します。
2、デイサービスセンターの訪問、障害者介護サービス。
3、養老製品の販売とレンタル、。
4、双方の養老機構を人材受け入れと育成のプラットフォームとして、もっと
多くの養老サービス人材を育成します。
5、観光団体の接待、大型イベントの企画、双方の養老観光業の共同推進。
6、老人福祉機械を共同で開発、導入し、関連プロジェクトを推進します。
連絡先：常馨 電話番号：15606315097 メール：15260830@qq.com ホームペー
ジ：www.jinshengquan.con
19．管家帮浜州支社
企業紹介
管家帮浜州支社傘下の浜州市浜城区管家帮養老総合サービスセンターは民政
局の許可得て創立した民間非企業機構で、現在従業員とサービス人員は 500
人余りおります。主に在宅養老サービス、コミュニティサービス、家政サービ
ス、社会組織起業支援及び養老介護と育児士育成などの業務を主としています。
提携目的
1、日本の進んだ介護育成システムを導入します。
2、日本側企業とコミュニティ居宅養老サービス協力を行います。
3、養老機械のレンタルや販売
連絡先：韩徳凱 電話番号：13563098531 メール：lihaochen123456@126.com ホ
ームページ：www.95081.com

20.東営優護養老サービス有限会社
企業紹介
東営優護養老サービス有限会社は山東寧康企業管理コンサルティング有限会
社傘下の養老サービス会社であり、主なビジネスフィールドは在宅養老サービ
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ス、コミュニティ養老サービス、家政サービス、フードデリバリーサービスな
どであります。
提携目的
1、日本式養老介護モデル、養老運営モデル。
2、日本の進んだ養老設備施設。
3、日本式老人ホームの設計と機能サービス。
4、康養プロジェクト連携·康養用品代理
連絡先：王永健 電話番号：18653695588 メール：79990462qq.com ホームペー
ジ：http://nkgjhl.com/
21．山東沢普医療科技有限会社
企業紹介
会社の敷地は 53.3 ムーであり、現有従業員 140 名、ハイエンド技術人材 40
人余り、代表取締役の呉少軍は山東省泰山産業の旗手人材に選ばれました。会
社は国家ハイテク企業、国家スマート健康養老模範企業、山東省ステルスチャ
ンピオンであります。リハビリ医療、高齢者向け、医養連携、体医融合設備の
研究開発、生産、販売に従事し、4 大シリーズ 200 余りの品目を形成し、顧客
に全体の解決方案とサービスを提供し、特許とソフトウェア著作権約百項目持
っています。
提携目的
1、介護ロボットとリハビリロボットの研究開発及び製造、養老リハビリ、康
養サービス、運営管理の参考学習、養老サービス人材の育成。
２、輸出会社の製造した製品，養老介護ベッド、リハビリ介護ベッド、ストレ
ッチシリーズ製品などを含みます。
連絡先：呉昶霖 電話番号：18954289358 メール：67715598@qq.com ホームペ
ージ：www.zepumed.com
22．泰安市泰山医養センター
企業紹介
山東泰山社会福祉センタ——泰安市泰山医養センター(泰安市中心病院碧霞湖院区)は泰山
麓東部の碧霞湖通り 17 号に位置し、山を背に川に臨み、風景が美しく、空気がきれいな
ところである。介護、医療リハビリ、ホスピス、科学研究実訓などの機能を一体にした大
型総合的、模範的な公立養老サービス機構である。現在は一期の 120 ムー、延べ床面積
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6.4 万平方メートル、全 9 棟の単体棟が竣工した。すでに養老ベッド 300 床、医療ベッド
100 床が投入されている。高齢者や要介護老人に養老、リハビリ、医療などの長期的及び
短期的サービス、定期療養と滞在式養老などのサービスを提供している。サービス内容は
老人の飲食、起居、清潔衛生、文化娯楽、メンタルサポート、情緒指導、疾病予防、健康
指導、リハビリ介護などを含む。
提携目的
交流コンサルティング、資源の共有、人材協力などの方式で協力を行い、日本の医療サー
ビスの運営と管理モデルを参考にする。
連絡先：孟光源

電話番号：13375388371

23．山東海天知能工程有限会社
企業紹介
山東海天知能工程有限会社は主に医療リハビリテーション、高齢者支援、軍用
ロボットの研究開発・生産と販売、医療ソフトウェア開発、インターネット+
医療ビッグデータクラウドプラットフォームの建設及び応用、スマート医養健
康モデル鎮の建設などに従事している国家レベルのハイテク企業であり、国家
が認定した「スマート健康養老模範企業」で、山東省「人工知能領軍（リード）
企業」、「ガゼル標準企業」である。
提携目的
泰安スマート康養小鎮の企画設計、養老介護士職育成機構の運営、医療養老プ
ロジェクトの管理運営と業務基準化設計及び医療設備融資リース、高齢者製品
及び養老施設設備の生産販売などの面で協力を展開する。
連絡先：さい強 電話番号：1562136611
24. 蘭陵県芦柞中西医結合病院仁合養老看護センター
企業紹介
同院は 2003 年に設立され、医療、予防保健、リハビリ、漢方医薬研究、健康
相談を一体にした非営利民営医療機関である。病院の敷地は 60 ムー余り、延
べ床面積が 5.8 万平方メートル(医養結合プロジェクトは 3.8 万平方メートル)。
現在、従業員 298 人を有し、国内外の先進的医療設備 150 台余り有している。
提携目的
1、日本の進んだサービス理念と運営管理モデルを導入する。
2、日本の要介護老人保護ベッド及びその他の養老設備を購入する。
連絡先：顔廷訓

電話番号：13505392879
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25．山東潤美生物科学技術有限会社
企業紹介
山東潤美生物科学技術有限会社が発足した潤美漢方医薬文化産業園プロジェ
クトは、山東省済寧市イエン州工業パーク(医薬産業パーク内)の山東潤美生物
科技有限会社の拠点に位置し、総投資 3.5 億元、計画面積 127 ムー（1 ムーは
約 666.667 ㎡）、敷地 28.7 ムー、2 期に分けて建設されています。1 期投資は
1.5 億元、二期計画は養生文化区、景観休憩区、レジャー文化区、博物展覧区、
器具体験区、公共フォーラム区などの 6 つの機能区を建設し、1 期の近代化保
健品生産作業場をセットにして、完全な漢方医薬文化観光特色プロジェクトを
形成し、国家レベルの健康旅行模範基地と漢方医学養生目的地になりました。
提携目的
5000 万元を融資します。
連絡先：陳

浩 電話番号：15054870666 メール：1634675666@qq.com ホーム

ページ：http://www.rosemed.com.cn/
26．山東安徳利グループ有限会社
企業紹介
崑龍温泉プロジェクトは山東安徳利グループ有限会社が投資して建設し、温泉
養生、レジャー休暇、療養保健、ビジネス接待、生態飲食など多機能を備えた
国家 AAAAA 級観光地です。プロジェクト計画の総投資は 100 億元、計画敷地面
積 4 平方キロ、3 期に分けて建設します。崑龍温泉健康療養リゾートプロジェ
クトの 1 期の温泉観光リゾートは着工からすでに 5.3 億元の投資を集めました。
2 期健康頤養区の 54 ムーの土地はすでに許可を取り、130 土地の指標はすでに
実行しました。3 期はハイエンドの養老サービスエリア、文化芸術センター、
屋外の開拓と禅修区を建設します。
提携目的
日本の先進医療と養老の結合プロジェクトを導入します。
連絡先：徐

勇 電話番号：13928866920 メール：31586436@qq.com

27．煙台艾山温泉町健康産業開発有限会社
企業紹介
21 / 88

22 / 88

艾山(お灸)温泉町は、中国リンゴの都である煙台の栖霞に位置し、その跡地は
元 144 部隊療養所であり、2004 年に青島融基グループにより投資して開発建
設され、2019 年上半期までに 9.8 億元の投資を完成しました。このプロジェ
クトの全体計画面積は 30 平方キロメートルで、核心地区の面積は 580 ムーあ
ります。主な計画は一つの中心、三つの鎮、四つの園、五つの区、七つのセッ
ト、九つの養生です。このプロジェクトは着工建設、運営開始以来、艾山独特
の自然生態風景、良質な温泉資源、深く掘り下げて悠久な唐の温泉文化、道家
の養生文化を開発し、レジャー、健康、養老、旅行休暇建設を基礎とし、「全
国民の寒さ退治を提唱し、中華灸を弘揚する」ことを使命とし、中国第五世代
の温泉養生文化理念を提出しました。艾山温泉康養町は 2019 年山東省重点プ
ロジェクト、2018 年山東省サービス業の特色ある町、山東省級健康養生町、
山東省青海洋経済区重点プロジェクト、煙台市健康養生小鎮重点プロジェクト
で、国家 4 A 級観光地であり、栖霞艾山農耕省級田園総合体コアプレートでも
あります。艾山(お灸)温泉養生町は、全国で独占的に「艾山温泉九養体系」を
創始しました。九つの養生はつまり医療養生、食養生、居住養生、温泉養生、
習養生、楽養生、艾養生、禅養生、修養生で、そして「艾山温泉九養体系」を
計画し、中華民族伝統養生文化と漢方医学文化として、「孔子学院」に従って
伝播、発展し、世界に広がり、全人類の健康に利益をもたらすことを計画しま
した。
提携目的
リハビリ病院プロジェクト
連絡先：于明伶 電話番号：15864091026 メール：rongjiyantai@126.com ホー
ムページ：Http:/www.aishan.com.cn
28．嘉祥民康病院
企業紹介
嘉祥民康医養センターは済寧市元科学協会と嘉祥民康病院が連合して創立し
た「医養結合」プロジェクトで、市と県のベテラン科学技術者と民康病院の医
療資源を頼りに、養老サービスを展開しています。医療、医薬、医療保険資源
と養老、養生、養生サービスを全面的に融合し、老人に便利化、全カバーの基
本的な健康養老サービスと専門化、全方位の医療介護リハビリテーションサー
ビスを提供し、高齢者の多方面、多様な健康養老サービスの需要を満たします。
このプロジェクト建設地は嘉祥県昌盛街西側にあり、総投資 9000 万元、土地
収用 30 ムー、建築面積約 20000 平方メートルを計画しています。主にお年寄
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り養老住宅、健康療養リハビリセンター、文化娯楽活動センター、心理相談セ
ンター、医療サービスセンター、飲食用部屋などのサービス施設があり、300
台の養老ベッド設置を計画しています。
提携目的
外資及び進んだ管理運営モデルを導入します。
連絡先：李成心 電話番号：13863755916 メール：jxmkyy@163.com
29．山東航和医療設備有限会社
企業紹介
会社は主に空気清浄機、酸素製造機などの家庭用医療設備と尿液分析装置、監
護器などの臨床診断器械、新立項普放、放射線治療、核医学及び介入などの医
学領域の輻射防護シリーズ製品と医療超音波プローブ及び移動超音波システ
ムシリーズ製品を生産し、プロジェクトは年生産空気清浄機 100000 台、酸素
製造機 8000 台及びその他の設備 70000 個の生産能力を形成します。
提携目的
1.日本の進んだ医養結合プロジェクトの運営管理モデルを導入します。
2.リハビリ医療設備の方面で技術協力を行います。
連絡先：楊

静 電話番号：18265160730 メール：ynyj1989@126.com

ページ：https://www.hhemedical.com/
30．山東邦珠信息科技グループ有限会社食物繊維生産プロジェクト
提携目的
食物繊維の共同開発。
連絡先：張金

電話番号：13605401009

31．泰安市婦人児童保健院(市児童病院)医療・養老協力プロジェクト
提携目的
技術、市場、人材育成などの分野で協力を展開する。
連絡先：張志剛

電話番号：13002777169

32．済南市中心病院東院区済南国際透析センタープロジェクト
提携目的
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最先端の中央集中給液透析(CDDS)システム。
連絡先：謝冀松

電話番号：13370582192

33．済南市中心病院東院区済南国際医療センター
提携目的
日本の進んだ医療サービス理念を導入し、日本の医療保険会社と共に国際患者
受診の緑の窓口を構築し、日本の医者を招いて診察してもらうなどの方式で、
国際医療センターを建設する。
連絡先：謝冀松

電話番号：13370582192

34．済南市中心病院東院区救急医学科建設
提携目的
進んだ医療救急システムを導入する。例えば四肢骨盤外傷、脳神経救急、急性
中毒の救急、重大災害の救急管理、救急外来における基礎研究など。
連絡先：謝冀松

電話番号：13370582192

35．済南市中心病院臨床試験研究センター
提携目的
国際レベルに達する臨床試験研究センターを共同で創立する。
連絡先：謝冀松

電話番号：13370582192

36．浜州職業学院中日健康・シルバー国際人材育成拠点プロジェクト
提携目的
日本の医養健康面における良質な教育資源、先進的なカリキュラムと設備を導
入し、教師を受け入れる。
連絡先：劉健

電話番号：13963097016

37．菏沢医学専科学校医療・養老協力プロジェクト
提携目的
菏沢医学専科学校は 1950 年に創立され、省所属の全日制普通高等医学専門学
校である。日本の老人看護、老人サービスと管理、リハビリテーション治療、
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高齢者栄養、健康と管理、適老環境、サポート機械、心理サービス、高齢者保
険などの職業訓練カリキュラムと実務育成教室を導入する。
連絡先：馬建偉

厖永氷

電話番号：15053099119、

182650967171

38．山東理工職業学院医療・養老人材共同育成プロジェクト
提携目的
共同で中日漢方医の人材育成基地を建設し、日本の医療健康分野の先進的な育
成カリキュラム、関連資格、健康・養老設備及び専門人員を導入する。
連絡先：苑仁坤

電話番号：18766875068

39．臨沂大学自己組織化発光材料の腫瘍診療への応用プロジェクト
提携目的
医養健康分野についての科学研究協力を展開し、日本先進の材料調合技術を導
入し、国際一流の自己組織化発光実施方案を開発し、自己組織化材料の腫瘍診
療における応用を広げる。
連絡先：劉麗賞

電話番号：15588178330

40．山東中医薬大学専門学科昇格プロジェクト
提携目的
研究協力については、共同で重大な科学研究課題を申請し、漢方医薬の研究開
発などを行う。教育協力については、医学、看護、リハビリなどの専門分野で
教師交換交流研修、学生交換学習を行い、学科の専門建設と臨床教育協力を強
化し、互いにカリキュラム、教材、品質評価保障システムを導入し、一流の学
科と専門を共同で建設する。その他の学術協力については、国際学術会議、漢
方医学養生知識講座を共同で開催し、情報交換と出版交流などを行う。
連絡先：劉君華

電話番号：0531-89628810、13361029666

41．山東理工職業学院中日連携漢方医健康養老人材育成基地
提携目的
日本の医療介護の進んだカリキュラム、関連資格、健康養老設備及を導入し、
専門人員を受け入れ、共同で中日漢方医の健康・養老人材育成基地を建設する。
連絡先：苑仁坤

電話番号：18766875068
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42．済南市中心病院東院区臓器移植学科建設
提携目的
協力、人員派遣を通して、日本側の専門家を招聘し、定期的に来院して仕事を
指導してもらい、生体肝臓移植学科の建設を展開する。
連絡先：謝冀松

電話番号：13370582192

43．済南市中心病院ハイエンド医療人材育成と受け入れプロジェクト
提携目的
教育、科学研究面の協力を展開し、教師と学生を相互訪問させ、教育理念の交
流、教育協力のモデルを革新し、優秀な修士、博士を共同で育成し、成果を共
有する。
連絡先：謝冀松

電話番号：13370582192

44．威海ニュープ生物技術有限会社
企業紹介
威海ニュープ生物技術有限会社は 2014 年に設立され、体外快速診断試薬の研
究開発、生産と販売を一体にしたハイテク企業です。企業がセルフ 26 項目の
体外快速診断試薬を開発し、心筋損傷、炎症感染、腎臓損傷、健康健康診断、
婦人児童検査及び胃病変検査の 6 つの方面をカバーし、すでに国内の 200 余り
の医療機関に応用しており、累計売上高 2000 万元を実現しました。
提携目的
体外迅速診断におけるバイオチップ技術の応用
連絡先：李存波 電話番号：17662012190 メール：lcbo710@126.com
45．青島康正源養老産業有限会社
企業紹介
民間企業、2019 年 9 月 10 日に設立。主に膠州市膠北街道中心老人ホーム(医
療養老連携、民間非企業)を運営・管理し、プロジェクトの敷地は 10 ムー、延
床面積が 10800 平方メートル。
提携目的
日本の医療協力機構を探し、専門的なリハビリセンターを構築する。
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連絡先：範波

メール：2647833780＠qq.com 電話番号：13583260009

46．国科大(青島)科技サービス有限会社
企業紹介
国科大(青島)科技サービス有限会社は、2019 年 6 月に設立され、登録資金 100
万元。中国科学院大学が青島に設立した全資本子会社であり、中国科学院大学
(城陽)の革新・起業基地の運営を担当している。
提携目的
1、中国科学院大学(城陽)の革新・起業基地をプラットフォームとし、常態化
して中日大健康領域のハイエンド学術交流と研修を行う。
2、日本の医療機器の科学研究資源を導入し、医療機器展示貿易センターを設
置する。
連絡先：藍坤

メール：1072417070@qq.com 電話番号：13589318629

47．青島中康国際医療健康産業株式会社
企業紹介
会社は国際水準の健康管理、健康診断センターの全国チェーン(15 社)、渡り
鳥式医養機構の管理、コミュニティ在宅スマート養老複製、専門病院、細胞生
物など一連の関連業務を中心に、出生から終老、保健から治療、機構から在宅、
資源統合から実体建設、オンラインからオフラインの大健康生命科学総合運営
サービス事業者の構築に力を入れている。
提携目的
日本側の生命科学分野の先端技術の導入と人材の受け入れ。
連絡先：呉らい

メール：814937845@qq.com 電話番号：18753230612

48．青島東海薬業
企業紹介
生物医薬及び大健康。
提携目的
医療・養老、健康診療など。
連絡先：高玉珍

電話番号：13708968328
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49．青州市長庚養生文化園有限会社
企業紹介
青州市長庚養生文化園は青州市工商局及び民政局に登録された養老機構であ
り、青州王府文旅養生小鎮の核心プロジェクトの 1 つです。1 棟の一級漢方病
院(ベッド数 100 床)が付属しています。青州市中心市街地に隣接し、東は青州
古城、5 A 級の雲駝風景区に接し、南は南陽河に臨みます。三甲病院、学校、
古城の観光地、南外環、西外環まで車で僅か 5 分かかります。全面的に竣工し
た後、1800 人の老後生活を楽しむ高齢者を受け入れることができます。長庚
享老は「文旅（文化と観光）+康養（健康と養老）+都市化」の核心理念に基づ
いて、ハイエンド養生コミュニティを構築し、山東省養老新しいモデルを構築
します。 事業範囲：養老企画建設、養老・養生プロジェクトの運営管理及び
養老ブランド加盟管理、飲食・宿泊サービス、非医療性カウンセリングサービ
ス、家政サービス、居宅養老サービス、健康管理、健康相談サービス、工芸品
の生産と販売、文化芸術交流活動の企画、日用品販売、老年補助用具のレンタ
ルと販売。
提携目的
1、養老管理、介護技能研修と育成
2、高齢者支援用具、高齢者向けの製品(食品を含む)の連携、代理及び小売
3、高齢者国際観光資源の共有や資源交換
連絡先：張晶

電話番号：17616760868

メール：zj-care@cgxianglao.com

50．山東東昊華晨国際人材交流有限会社
企業紹介
山東東昊華晨国際人材交流有限会社は中国初の大学生に向けた国際職業サー
ビス専門事業体であり、国家商務部の許可を得た国際派遣の資質を有していて、
山東省大学生の海外就職活動に取り組んでいます。当社は濰坊市の国際介護人
材育成基地を建設し、現在、260 人余りの介護学生を育成しました。その中の
16 人の学生はすでに日本で就職しました。
提携目的
日本の監理機構、福祉大学・大学との協力、インターンシップなどを求めます。
連絡先：考琳琳（コウリンリン）電話番号： 17306360154
qcg@qingchuguo.cn

ホームページ：http://m.sddhhc.cn/
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51．山東嘉百通医療科学技術有限会社
企業紹介
山東嘉百通医療科学技術有限会社は 2013 年に発足し、登録資本金は 1000 万元。
医療機械、消毒製品、医薬と生物工学の研究開発、生産・販売を一体としたハ
イテク企業であります。現在当社は医療用消毒超音波結合剤類の製品における
国内外の先進的なコア生産技術を有しており、またそれも当社の一つの主力業
務です。会社の前身は 2008 年に設立された淄博淄信国際貿易株式会社です。
現在販売している製品は医療関連の 1000 品目以上にわたり、安定的な顧客資
源は 300 社以上持っております。
提携目的
医療機械プロジェクトにおける技術協力、主に消毒製品の協力。
連絡先：于明 総経理

電話番号： 13906431567 メール：jbtswkj@163.com

52．山東先河悦新機電株式会社
企業紹介
山東先河悦新機電株式会社は元山東エネルギーイ淄鉱グループ機械メーカー
により改制した株式制企業で、斉魯株式取引センターに上場し、登録資本金は
5160 万元。当社の主力業務は鉱山機械設備の製造、電気設備、工事取り付け、
ステンレス製品、新エネルギー自動車部品などで、年産額は 3 億元に達します。
会社は現在古い工場、新しい工場という 2 つの生産工場に分けています。古い
工場は淄鉱グループの機関事務区、淄鉱中心病院(三級甲等総合病院)と生活区
に接近し、新しい工場は洪山鎮の松齢産業パークにあり、古い工場から 2.5
キロ離れています。
提携目的
当社は都市部の中心地帯に位置し、遊休土地 100 ムーあります。それゆえ山東
エネルギー淄鉱中心病院(三級甲等病院)と隣接する優位を利用し、ハイエンド
医療健康産業プロジェクトの開発を企画しています。求めているのは資金、人
材、運営業者です。
連絡先：宋攀 弁公室主任 電話番号：13475504564 メール： 7205050@qq.com
53．山東金潤文化観光発展有限会社
企業紹介
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本プロジェクトは山東省淄博市博山区(国家級観光地)に位置し、健康検査・リ
ハビリテーション治療・養生養老などの商品を一体化した健康・シルバー小鎮
を構築します。本プロジェクトは山東省政府の重点支援プロジェクトに属し、
すでに山東省 2020 年の重大なプロジェクトに入っています。 本プロジェクト
は国内の有名な設計機構深セン天人創境により計画・設計され、建設用地 8.1
ヘクタール(122.16 ムー)が計画されました。総建築面積は 164990 平方メート
ルで、主に公共養護施設、漢方医薬養生養老谷、高齢者文化センター、温泉養
生ホテル、農楽園などを建設し、その他の生活サービス施設も建設します。
提携目的
外資 3 億人民元（日本円約 46.5 億）が需要。養老病院建設、日本の養老管理
モデルなど
連絡先：王峰 総裁助手 電話番号：18653362811 メール： 65088656@qq.com
54．博山区源泉長寿山医養健康園
企業紹介
予定総投資は 1.6 億元、敷地面積は 60 ムー、計画建築面積は 40000 平方メー
トル、病床数 1000 床です。集中式養老区、住宅式マンション養老区及び総合
健康養護養生区を設置する予定です。集中式養老区(第 1 期)の 8700 平方メー
トルの養老棟が既に完成し、しかも使用されました。住宅式マンション養老棟
は 2019 年 5 月に完成し、しかも使用され、延べ床面積 4000 平方メートル，48
戸設置されています。同時に延床面積 13700 平方メートル、ベッド 300 床設置
の総合健康養護養生サービス棟主体の建設工事が完了し、年内に内装工事を行
い、2020 年 10 月までに使用出来る予定です。
提携目的
プロジェクト建設資金の切欠が大きく、融資が困難で、資金需要を報告するこ
とでプロジェクト建設を支えて頂きたいです。
連絡先：張群群 執行院長 電話番号：13070672027 メール： 3139957737@qq.com
55．山東宏済堂製薬グループ株式会社
企業紹介
山東宏済堂製薬グループ株式会社は 1907 年に発足してから今まですでに 112
年の歴史があり、現在山東省唯一の百年漢方医製薬実体企業です。「宏済堂」
は国家商務部により評定した最初の「中華老舗」であり、「宏済堂漢方医薬文
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化」は山東省無形文化遺産で、すでに国家レベルの無形文化遺産に申告してい
ます。2017 年、「宏済堂」はアジアブランド 500 強にランクインされ、ブラ
ンド価値は 160 億元を上回りました。2018 年、宏済堂製薬は山東省百年ブラ
ンドの重点育成企業に指定されました。宏済堂製薬は 151 個の文番号、11 大
剤型、9 つの独占品規を持ち、中国漢方薬工業企業の 50 強にランクインされ
ました。30 以上の製品は国家基薬目録に入選され、100 近くの製品は医療保険
目録に入れています。宏済堂の人工マスカルソンの生産規模はアジア最大で、
中国のステルスチャンピオンと単種目のチャンピオンになります。固定生産品
種は 50 余りで、販売好調製品は 30 余り。金鳴片、小児消食錠、複方西叡解毒
カプセル、プロスタグランカプセル、雛鳳精、阿膠などの名製品を含みます。
提携目的
1、日本漢方薬の研究開発、生産、製造企業。
協力内容：日本の生産技術を採用し、共同で漢方薬製品を開発、生産、販売し
ます。
2、日本漢方薬研究開発機構。
協力内容：漢方薬を共同で研究開発します。
3、日本漢方医館。
協力内容：宏済堂と連携して日本式漢方医館を開設します。"
連絡先：郭宏耀

電話番号：18615206585

56．山東科源製薬株式会社
企業紹介
山東科源製薬株式会社は 2004 年に発足し、力諾グループ健康産業の核心メン
バーであります。化学原料薬製品の研究開発、生産と販売に力を入れているハ
イテク企業で、多くの国際有名企業と戦略協力関係を確立しました。糖尿病類、
心脳血管類、麻酔剤類、抗うつ類、抗腫瘍類の 5 大シリーズ製品を形成しまし
た。当社は国内外の市場を積極的に開拓し、現在国際市場では主にフランス、
イギリス、ハンガリー、インド、日本など約 30 カ国·地域に輸出しており、輸
出額は売上の 40%以上を占めています。プロジェクト概要：科源製薬は 2008
年から塩酸メトホルミンの日本での登録を開始し、2013 年に PMDA 現場監査の
通過により、商業化販売を実現しました。もう 1 つの登録品種は単硝酸イソソ
ルビド 70%乳糖混粉であり、2019 年に PMDA 現場監査を通過し、商業化販売を
実現しました。
提携目的
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既に認証された塩酸メトホルミンと単硝酸イソソルビド 70%乳糖混粉の 2 品種
についてシェアの拡大を図り、同時に他の品種で連携する協力機会を期待して
おります
連絡先：史彬

電話番号：18953165580

57．山東揚帆家具有限会社
企業紹介
山東揚帆家具有限会社は研究開発、設計、販売、サービスを一体とした現代オ
フィス家具企業であり、業務はオフィス家具、病院家具、ホテル家具、学校家
具などの商用家具の多くの領域をカバーし、顧客にワンストップオフィス空間
全体の解決方案を提供することに力を入れています。
提携目的
医療養生健康など
連絡先：王軍修

電話番号：13606476351

二、 海洋経済
1．深遠海スマート防汚網箱紐網具協力プロジェクト
提携目的
資金提携、技術協力の方式で、日本の先進的な製縄技術、綱生産技術を導入し、
綱箱や縄網の生産プロジェクト企画する。
連絡先：呂呈濤

電話番号：18963428570

2．水産品の高度加工と総合開発利用連携プロジェクト
提携目的
日本南極りんエビ高度加工モデルと先進的生産技術と総合開発技術の導入。
連絡先：趙祥忠

電話番号：13506416163

3．斉魯工業大学高純度魚油高度加工プロジェクト
提携目的
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共同研究、技術導入などの方式で、魚油の高純度 DHA や EPA の抽出、分離、精
製などにおける日本の先進的な技術を導入する。
連絡先：楊玉紅

電話番号：18888365322

4．山東建築大学船用海水淡水化研究所プロジェクト
提携目的
共同で船用海水淡水化研究所を創立し、船舶ディーゼルエンジンのシリンダー
冷却水を利用した海水淡水化関連領域の研究を展開し、日本側と協力して船舶
の海水淡水化技術を研究し、ハイエンド海水淡水化設備を開発する。わが省の
漁船、海上掘削プラットフォーム、クルーズ船などの海洋経済とハイエンド設
備重点分野の産業発展に適し、市場の見通しが明るい。
連絡先：劉兵

電話番号：13791029390

5．海洋生物の早期発育研究計画
提携目的
中日海洋生物研究の長期的な協力メカニズムを確立し、日本の先進的な海洋生
物の早期発育研究シリーズの新技術を導入する。
連絡先：邵長偉

電話番号：13969625483

6．海洋分野教育協力プロジェクト(技術面)
提携目的
海洋領域の教育と科学研究について協力を展開し、教師と学生のために国際教
育と科学研究プラットフォームを構築し、共同教育または共同研究プロジェク
トを進め、航海、タービン、エネルギーと動力、養殖などの方面で日本の大学
と協力を展開する。
連絡先：王凌雲

電話番号：0535-6910328

7．威海職業学院
企業紹介
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威海職業学院は 2000 年 10 月に山東省人民政府の許可、教育部批准によって設
立された全日制普通高等教育機関です。学院の敷地は 3048 ムーで、その中で
水域面積は 50 万平方メートルで、国内で唯一海を持つ学校です。
提携目的
海洋産物加工オートメーション機械製造、水産養殖技術、健康養生食品
連絡先：張福強 電話番号：13306311690 ホームページ：
http://www.weihaicollege.com/
8．威海金メダル生物科技有限会社
企業紹介
威海金メダル生物科技有限会社は 2005 年 5 月 19 日に設立し、登録資本金は
2000 万元です。当社は乳山市海運街 9 号に位置します。今、ナマコ飼料、ア
ワビ飼料、クラゲ飼料、クルマエビ飼料および微生態製剤製品が当社の主導製
品です。5 つの生産ラインを持ち、年間生産能力は 6 万トン。現在、国内市場
は主に福建、広東、江蘇、山東、遼寧、河北などの沿海都市で、海外市場は主
に韓国、オーストラリアなどです。
提携目的
海洋動物微粒子飼料の加工技術
連絡先：周万友 電話番号：15206312925 メール：whjinpai@163.com ホームペ
ージ：www.haishensl.com
9．威海興海源網具有限会社
企業紹介
威海興海源網具有限会社は研究開発、生産、販売を一体とした近代化民営企業
であり、2001 年 11 月に設立され、登録資本金 505 万元、固定資産 3000 万元、
標準工場の 16000 平方メートルあります。会社は PE、PA 網具及びそのセット
製品の研究開発、生産と販売サービスに専念し、大型網具の生産ラインが 16
本、年間生産量は 4000 トン以上であり、生産した製品は農業、生態業、漁業、
水産養殖業、生活などの各分野に及んでいます。主に防鳥網、防風網、防獣網、
ゴルフネット、キュウリ網、花網、防小動物網、養殖用網、遠洋漁獲網、近海
漁網、家庭用網、豚網、防雹網、回収箱(回収袋)、多機能防護網などの近百種
類の網具を販売し、製品は中国、米国、日本、オーストラリア、韓国、ドイツ、
フランス、カナダ、中欧など多くの国と地域で販売しています。
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提携目的
1.海洋漁獲·養殖設備(日本漁業連合会、日本海洋養殖協同組合)
2.農業用防護製品(農業果実業協同組合)
連絡先：賈静 電話番号：13561857317 メール：837704228@qq.com
10．青島海洋工程水中設備検査有限会社
企業紹介
海洋工程設備を専門に従事し、一括検知ソリューションを提供する総合的な検
知機構である。深水工程設計、技術コンサルティング、水中生産設備検査など
のサービスも提供し、そして提携機構と共に、海洋工程の最先端技術研究と先
進工程設計作業に従事している。
提携目的
日本国際石油開発帝石(Inpex)、日本海洋掘削会社、日揮株式会社、三菱重工、
日本 JFE、新日本製鉄、住友鋼管、住友電工、NEC、横浜ゴムなどの会社と海
洋工学について、協力を展開することを望む。
連絡先：張紅岩

メール：zhanghongyan@chinanmei.com

電話番号：19853238623
11．青島励図高科情報技術有限会社
企業紹介
「励図高科」は中国知恵漁業のリーディング企業であり、中国漁業協会知恵漁
業分会副会長機構でもある。同社は長期にわたり知恵漁業分野の技術開発、ビ
ッグデータプラットフォーム建設及び知恵漁業全般のソリューションに力を
入れている。全国範囲沿海 11 の省、市役所管理部門、100 以上の養殖企業の
顧客にサービスを提供している。
「知恵漁業」で百度（中国最大の検索サイト）
で検索すれば、会社はランキング 1 位で、そしてずっと維持している。
提携目的
1、水産病害と病害スマート識別の面で研究を深く進んでいる日本側の科学研
究機構や会社と協力し、AI 画像識別に基づく水産病害診断システムを共同で
開発する。
2、網箱養殖において、網箱内養殖生物数のスマートモニタリング、網箱養殖
スマート給餌に関する技術協力を求める。
連絡先：蘭長傑

電話番号：18661671889
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12．青島国際航運中心
企業紹介
青島国際航運中心は青島 CBD 中心業務地区の初の運航産業垂直園区であり、現
代運航産業の多種の発展要素を集積し、より高い複合資源の効率を刺激し、園
区の集積効果と先端ビジネス環境の優位勢を頼りに、シームレスに国際的な運
航資源を連動させ、自己資産価値の有効増益を実現し、運航産業を本社経済生
態事務の新時代に導く。
提携目的
香港海運サービス、海運貿易、海洋関連金融という 3 つの産業分野に焦点を合
わせ、日本通運、日本郵船、商船三井、住友商事、伊藤忠など日本の運航貿易
金融分野の先端企業や本社企業を重点的に導入する。
連絡先：陳垚

電話番号：0532-85015216

13．中国水産科学研究院黄海水産研究所
企業紹介
専門の水産科学研究所である。
提携目的
1、日本の進んだ海洋生物早期発育研究シリーズの新しい技術を導入する。
2、中日海洋生物研究の長期的協力メカニズムを確立する。
連絡先：邵長偉

電話番号：13969625483

メール：shaochangwei303@163.com

14．山東康科潤海洋科技有限会社
企業紹介
1、会社は 2015 年に発足し、登録資本金 300 万元。国家科学技術興海産業模範
基地ーー鴻坊高新区浜海産業パークに位置し、110 ムー近くの敷地があります。
主に有名で高品質な水産、高効率無公害飼料と新型漁用抗病製剤を経営し、銀
メダカなどの高級水産物の全産業チェーンキー技術集成革新と模範産業基地
の建設に力を入れています。 2、万トン級の良質サーモンの全産業チェーンモ
デル基地と国家現代施設漁業産業園建設プロジェクト：名優水産優良種の人工
繁殖、工場化循環水養殖とオフショア海上網箱養殖、水産物加工、環境に優し
い飼料、漁用抗病製剤、良質なサーモン油と天然着色抽出物、動物副産物の高
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付加価値加工と魚粉加工及び RAS 循環水のハイエンド知能養殖施設装備シス
テム。銀メダカと良質なサーモンと陸海リレーの効率的な健康養殖と結合した
水産養殖業の新しい発展モデルを普及させました。
提携目的
サーモン養殖施設の装備の研究と設計：陸上養殖システムと技術を確立します。
オフショア海洋網箱養殖区で、網箱パラメータを評価と最適化し、網箱養殖の
科学的な決定と合理的な配置の実現を目指します。
連絡先：于海瑞

電話番号：13721989178

メール：

kangkerun2011@163.com，ホームページ： www.conqueren.cn
三、 ハイテクデバイス製造業
1．栄成マイクロエレクトロニクスとスマートテクノロジー産業研究院電気自
動車電池リサイクル技術研究開発協力プロジェクト
提携目的

12

電気自動車の電池リサイクル技術研究開発関連協力を展開する。
連絡先：周莉

電話番号：18500182398

2.栄成マイクロエレクトロニクスとスマートテクノロジー産業研究院自動運
転技術連携プロジェクト
提携目的
共同で自動運転技術プロジェクトを進める。
連絡先：周莉

電話番号：18500182398

3．山東天瑞重工有限会社油圧ダウンザホールドリルの生産プロジェクト
提携目的
同社は油圧ダウンザホールドリルの生産技術を導入し、合弁と協力、技術授権、
共同開放など多種の方式を通じて、濰坊市の油圧ダウンザホールドリルの生産
プロジェクトに投資する予定である。
連絡先：陳栄栄

電話番号：13964693857
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4．山東中廈電子科技有限会社電子陶磁材料プロジェクト
提携目的
MLCC(低温焼結)技術、LTCC 低温共焼用小誘電率マイクロ波セラミック調合、
プロセス及び媒体基板への応用、低コストのコバルト低ニッケル成分配合、高
精度高抵抗 B 値感熱材料の製造と自動車電子専用感熱チップ及びセンサー産
業化、パッチ式高精度低抵抗高 B 値サーミスタ及びセンサー産業化などの 4
つの方向で合弁と協力を展開する。
連絡先：朱金鴻

電話番号：15965667178

5．大容量急速充放電容量電池の開発及び生産プロジェクト
提携目的
共同研究開発及び大容量急速充放電容量電池の生産。
連絡先：葛文慶

電話番号：13706439639

6．山東省科学院高性能保冷材料研究開発プロジェクト
提携目的
山東省科学院は 1979 年に設立され、山東省最大の総合型自然科学研究機構で
あり、日本が開発した高性能透明有機シリカゲル材料の製造技術を導入しよう
とし、同時に国内で低温保冷領域での研究を展開し、コールドチェーン輸送用
の高性能保冷製品の開発を企画している。本プロジェクトは同時に高温用ガス
ゲル材料の調製について共同で研究を展開し、非晶質ゲルの高温晶析を抑制す
る有効な措置を検討し、ハイレベルの耐高温ナノアパーチャガスゲル断熱材を
開発し、そして高温燃料電池への応用研究を進める。
連絡先：劉本学

電話番号：0531-82605448

7．山東泗水大象機械有限会社
企業紹介
山東泗水大象機械有限会社は山東省泗水県の経済開発区の聖康路に位置し、
2006 年 7 月に創立しました。国家レベルのハイテク企業で、ISO 9001 品質体
系認証に合格しました。当社は外向協力型企業で、すでに世界の多くの会社と
良好な協力関係を築いています。主に油圧部品と各種精密機械部品の加工に携
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わっています。会社は日本大隈横型加工センター、米ハスラー式加工センター
と各種類の通用設備を有しています。当社の主導製品は、油圧部品、パルプ設
備部品、数値制御工作機械部品、紡織機械部品と中石油掘削、メセンティング
シリーズ器具です。油圧部品と数値制御工作機械部品はすでに業界をリードし
ていて、米イートン会社と日本大隈工作機械会社に重点サプライヤーとされて
います。当社はずっと高度に技術革新と品質体系の建設を重視し、長期の発展
戦略を貫徹し、多方面で技術と人材備蓄を行い、1 セットの有効な製品と工芸
装備技術開発体系を形成し、ユーザーに満足な製品と良質なサービスを提供す
ることを確保しました。会社は「安定の中前進、革新を重視し変化を求める」
という発展理念に従い、「品質第一、顧客至上、誠信を本とする」経営趣旨を
遂行し、会社の先進製造業のイメージを樹立し、会社を国内外の有名な企業に
発展させました。
提携目的
技術及び加工の協力
連絡先：王玉和

電話番号：13792310099

8．臨沂中科革新パーク科学技術発展有限会社
企業紹介
中科(臨沂市)革新パークは北京中科創享グループ、河東区人民政府が共同で建
設した集合革新創業、技術転化、人材受け入れ、プロジェクト着地、リスク投
資、起業支援、知的財産権などのサービスを一体化した科学技術革新総合体で
す。現在、会社は主に臨沂市企業に科学技術革新サービス、成果転換、知能製
造向上、現代農業農村振興技術サービスを提供しています。
提携目的
5G、現代農業、知能製造、康養方面の専門家をドッキングします。
連絡先：蒋聖彬

電話番号：15165551606

9．青島海士豪プラスチック材料有限会社
企業紹介
主に射出成形加工、プラスチック金型、医療器械の研究開発及び生産・販売に
携わっている。会社の投資により金型製造センターの拡張工事が進んでいる。
金型製造センターには現在従業員が 50 人以上、デザインプログラマーが 16
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人いる。主に中ハイエンド自動車、ハイエンド家電製品、医療設備などの業界
に射出金型の設計、生産のサービスを提供している。
提携目的
日本自動車の金型設計と製造における進んだ技術と管理モデルを導入する。青
島海士豪プラスチック材料有限会社は自動車の金型分野で日本側の会社と技
術協力を展開することを望んでいる。
連絡先：逄飛（ホウヒ）メール：liuchao@haishihao.com.cn 電話番号：
13780698889。
10．中国海洋大学
大学紹介：海洋を特色とする国内の重点大学。
提携目的
1、ナノ材料の調製と栄養補給の応用分野における日本の研究とイノベーショ
ンの成果を学び、導入する；
2、日本側と協力して研究課題を申請する。
連絡先：王国慶

メール：gqwang@ouc.edu.cn 電話番号：13210065008

11．青島乾運高科新材料株式会社
企業紹介
同社はリチウムイオン電池正極材料を研究・生産する国家ハイテク企業であり、
青島市城陽区に位置し、敷地面積が 55000 平方メートル。現在年産 15000 トン
の正極材料の生産能力を持っており、主にマンガン系と三元系の 2 大種類の製
品がある。その内、マンガン系材料は国家重点新製品に、三元材料は国家戦略
性革新製品、山東省ブランド製品に認定された。同社はセルフイノベーション
を重視し、山東省博士後イノベーション基地、青島市のエネルギー新材料専門
家ワークステーションなど 11 個の省市レベルの研究開発プラットフォームを
持ち、多くの国家課題を担当し、200 件余りの特許を持っている。マンガン酸
リチウムは 9 年連続で全国シェア 1 位であり、国家革新型企業、山東省初のガ
ゼル企業模範企業、中国リチウムイオン電池正極材料生産企業 10 社などに評
価された。
提携目的
1、日本のリチウムイオン電池及びその正極材料分野の専門家 4 名を受け入れ
る。
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2、日本のリチウム電池企業と協力して新型リチウム電池正極材料を開発する。
連絡先：張姝

メール：xiangmubu@qianyun-tech.com 電話番号：15154219598

12．深邦スマートテクノロジー(青島)有限会社
企業紹介
自動車のスマート化検査ライン設備とシステム全般の解決方案の研究・開発と
応用に力を入れる国家レベルのハイテク企業であり、国内で初めて「モノのイ
ンターネット+クラウドプラットフォーム+人工知能」技術と応用・革新を実現
した。進んだ科学研究力、良好な市場評価とブランドの影響力を頼りに、国家
の主管部門、業界の専門家とユーザーに認められ、自動車検査・測定業界の発
展と変革をリードすることに力を入れている。
提携目的
専門分野の技術交流と科学研究協力。自動車検査・測定技術交流、新エネルギ
ー車輌検査・測定技術交流、移動源排出検出技術交流を含む。
連絡先：張澤謙

メール：chairman@savaboon.com 電話番号：15689998868

13．青島天和鋼構造建築有限会社
企業紹介
青島天和鋼構造建築有限会社は 1998 年に設立され、青島市平度経済技術開発
区に位置します。鋼構造製造の 1 級資質、鋼構造施工の 2 級資質を持っていま
す。中国建築金属協会、中国鋼構造協会理事企業であります。会社は「国家鋼
構造金賞」、「山東省科学技術進歩一、二等賞」、「山東省有名商標」、「山
東省信用企業」、「山東省経済貿易システム地震救済活動先進集団」、「青島
市建築業先進企業」、「青島市品質の信頼出来る企業」などの名誉称号を得ま
した。建築鋼構造、大スパンアーチ屋根面、網架、フレーム、電気、通信鉄塔、
交通標識棒、照明街灯、静電吹き付け、工事設計、施工、取り付け、部材生産
と販売などの業務を受けています。
提携目的
組立式建築壁板
連絡先：蒲

偉 電話番号：13805428216
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14．青島品斯潔家紡有限会社
企業紹介
ダウンベッド用品をメインにしたホテル用品の国際貿易会社です。自分の工場
を持ち、20 年以上の輸出経験があります。
提携目的
日本側のホテルや寝具製造会社との長期協力を希望しています。
連絡先：王廷君

電話番号：15376713752

15．烟台嘉峰铝质科技有限公司
企業紹介
アルミ型材、アルミ板材、販売高付加価値加工企業です。
提携目的
对接铝材结构产品需求企业及铝业装备行业。
連絡先：賈卓慶

電話番号：18953528191

16．煙台享和美家装飾工程有限会社
企業紹介
ドアや窓の設計・開発・製造
連絡先：韓亮 電話番号：1568851669
17．煙台市牟平区新エネルギー協会
企業紹介
煙台市牟平区新エネルギー協会は 2015 年 9 月 6 日に設立され、同区民政局に
登録登録された非営利事業性社会団体です。主に山東魯叡新エネルギー開発有
限会社、煙台徳聯新エネルギー有限会社、煙台市聯徳光科技有限会社、煙台市
海聯光電科技有限会社などの新エネルギー産業関連企業から進んで構成し、自
律行為と独立法人の地位を持っています。2015 年、牟平区新エネルギー協会
は煙台市工商連合から市級五好商会と評価されました。2016 年、山東省工商
連合から省級五好商会と評価されました。2017 年、山東魯叡新エネルギー開
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発有限公司は中国太陽エネルギー産業発展研究会常務事務局北京中建緑源情
報技術研究院から 2017 年度分散太陽光発電所設計優秀誠信企業にと評価され、
そして全国太陽光発電工事設計、施工企業の資質証明書を獲得しました。
提携目的
新エネルギー産業プロジェクト
連絡先：沙建全

電話番号：15853550444

18．淄博博博山孟友鋼化ガラス製品工場
企業紹介
博博山孟友鋼化ガラス製品工場は、ガラスとその外延製品の開発、生産、加工、
経営などを主力業務とする複合型企業です。創業早々に鋼化ガラスの高度加工
製品である鋼化ガラス器の企業標準を制定し、標準番号は Q/0304 BMY です。
そして淄博市品質技術監督局に登録(登録番号 370304 Q 00094―2014)し、業
界の参考基準となりました。当社は技術の特許化、標準化、国際化を頼りに、
良好な発展を遂げ、数年来自力革新・技術導入・技術改良などのやり方で、企
業の管理レベルの向上、技術レベルと製品品質の向上を実現しました。
提携目的
日本から鋼化ガラスの高度加工における関連技術、設備及び人材を導入する予
定です。
連絡先：尹培光 経理

電話番号：13468407918 メール：

mdy113my@vip.sina.com
19．山東恒邦知能新エネルギー科技有限会社
企業紹介
当社は山東知能新エネルギー科技有限会社の製品を技術背景として設立し、北
京大学蘇南研究院と共同で新エネルギー共同研究開発実験室を設立しました。
高密度貯熱スマート設備の研究開発、ナノ技術を主力業務とする新エネルギー
科学技術会社です。
提携目的
天然ガス熱電併産エネルギー設備、分散型エネルギー設備、エネルギー貯蔵一
体式スマート装備の分野で技術協力・技術導入を行い、共同で中国に工場を建
設します。
連絡先：趙磊 総経理

電話番号：15053333337 メール： 51516199@qq.com
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20．山東京博機械製造取り付け有限会社
企業紹介
"山東京博機械製造取り付け有限会社は 2013 年 4 月に発足し、能化機械と工事
の設計、製造、取り付け、工事の防腐保温、圧力管の取り付け工事、金属構造
品の製造とサービスなどを一体とした総合型機械製造取付事業体です。スマー
ト製造と建設工事、保守点検サービスを基礎とし、ハイエンドのスマート製造
を突破点に、モジュール化装備の研究開発を方向とし、お客様に安全で信頼で
きる品質のいい製品とサービスを提供し、そして保守点検方案とセットプラン
ト設備方案のサービスも提供します。 医療廃棄処理装置プロジェクト： この
装置は当社自力で開発した製品で、低温無酸素分解の医療廃棄物処理方式を採
用し、伝統的な滅菌した後の埋立式処理技術を突破しました。医療廃棄物は装
置の処理によって完全に炭化され、高熱値のガス、燃料油が大量に作られ、ガ
スはそのまま燃料回収に代わって後続の生産に使います。これによって燃料や
エネルギー消費を最大限に削減し、装置の使用コストを低減し、油品をリサイ
クルことができます。この装置は医療廃棄物を本当の意味での資源化、無害化、
減量化を実現しました。" "ハイエンド農機機械： 中国は農業大国として、農
業機械においては広い将来性を持っております。現段階の国内農業機械使用率
が比較的に低い状況の下で、当社はハイエンド農業機械の研究開発に着手しま
した。機械と電力設備の一体化理念を農業機械に応用し、経済類農作物から着
手し、オートメーションレベルの高い農業機械を開発し、作物の栽培効率と生
産量を向上させ、同時に農家の負担を軽減しました。 現段階ではすでにニン
ニク栽培機の初代原理機の開発を完成し、後期には原理機を最適化し、畑で使
用できる商品機にする必要があります。"
提携目的
"1、技術に対して更なる最適化を図り、より優れた製品構造を共同で検討し、
効率と安全性を向上させます。
2、国内外の顧客資源を提供し、装置の使用エリアおよびプラットフォームの
拡大を図ります。"
"1、新型農業機械の開発構想を共同で検討し、中国農業機械のオートメーショ
ンを推進します。
2.現段階の原理機を実用化できるように協力し、新旧エネルギー転換の実現を
目指します。"
連絡先：馬士恒

電話番号：18206569201
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21．山東力諾瑞特新エネルギー有限会社
企業紹介
当社は年間太陽光真空集熱管 600 万本、太陽光給湯器 40 万台、真空管集熱器
6.4 万台、平板集熱器 20 万台、空気エネルギーヒートポンプ 1 万台の生産能
力があります。「ハイエンド、スマート、クオリティ」のブランド位置付けを
堅持し、科学技術研究開発、スマート製造などの面で業界内外の好評を得て、
国家科学技術進歩二等賞、国家住宅産業化基地、国家企業技術センター、国家
ハイテク産業化モデルプロジェクトなど 128 項目の栄誉を獲得しました。国内
にマーケティングサイトとサービス機関 15000 軒余りを建設し、製品は 60 余
りの国家と地域に輸出し、販売ネットワークは五大陸に広がっており、全世界
で約 2 万社の協力相手を有しています。グローバルネットワークを形成し、そ
して持続的に増加と拡充しています。当社は長年中国光熱の商用市場ランキン
グの上位を維持しており、複数の世界的に有名な不動産業者、エネルギーグル
ープ、通信グループなどと安定した協力関係を保っています。
提携目的
日本太陽光発電製品との販売提携。また日本のエアコンヒートポンプのハイエ
ンド生産プロセス技術の導入を希望し、日本のエアコン生産の人材を雇用しま
す。
連絡先：郭宏耀

電話番号：18615206585

四、 ファインケミカル
1．奥徳国際ビジネスセンター七位一体（七つの内容が一体を成す）多エネル
ギー相互補完プロジェクト
提携目的
日本の進んだ新エネルギー分野の管理・運営モデルを導入し、新エネルギー分
野の進んでいる技術開発方案を提供する。
連絡先：綦

安（キ

アンクン）電話番号：18920336656

2．山東魯西発電有限会社 2×600 MW 石炭地下ガス化発電プロジェクト
提携目的
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日本の操作しやすく、効率が高く、運行費用の低い工芸プロセスを導入し、山
東魯西発電有限会社 2×600 MW 石炭地下ガス化発電プロジェクトを建設する。
連絡先：張延虎

電話番号：13863019466

3．山東世紀陽光科技有限会社ハイエンドインク生産プロジェクト
提携目的
印刷用インク製造工場、溶剤系インク製造工場、顔料製造工場、油脂製造工場
などを含む、川下のハイエンドインク製造プロジェクトを共同で進める。
連絡先：丁

浩

電話番号：13287233666

4．工業下水処理場建設プロジェクト
提携目的
天徳(威海)工業装備株式会社は、日本の全面的かつ専門的な水処理ソリューシ
ョンを導入し、華光株式会社工業汚水処理場建設プロジェクト企画している。
プロジェクトの総投資額は 3.2 億元で、敷地面積は約 86.6 ムー。排水の質を
一、二級保護区内の主要な水汚染物の排出限界値に達させ、そして汚水のリサ
イクルも実現する。
連絡先：張延虎

電話番号：13863019466

5．L−チロシンバイオザイム調製システム技術革新と産業化プロジェクト
提携目的
日本の技術方案を導入し、L―チロシン生産ラインを新設する予定である。L―
チロシンの伝統生産技術の純度が低いという問題を解決し、製品の品質向上を
実現する。L−チロシン品質を国際最高 AJI 97 規格に実現する。L-チロシンの
年産 2000 トンを実現する。プロジェクトの総投資は 1800 万元。
連絡先：李

暁

電話番号：18253107573

6．山東海容電源材料株式会社高性能固体電解質及び固体電池連携開発及び応
用プロジェクト
提携目的
高性能固体電解質および固体電池連携開発、応用プロジェクトの共同展開。
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連絡先：趙衛民

連絡先：18854332288

7．斉魯工業大学ホスファチジルグリセロールの開発・調製プロジェクト
提携目的
共同研究や技術導入を展開し、日本のホスホリパーゼ D、ホスホリパーゼによ
るホスファチジルグリセロールの製造開発・応用などにおける進んだ技術を導
入し、国内のリン脂質の生産技術などの面での欠陥を重点的に補う。
連絡先：趙祥忠

電話番号：13506416163

8．ハルビン工業大学（威海）土木工程系
企業紹介
土木工程系はハルビン工業大学土木工程学院と交通科学と工学学院の人材と
資源の優位性を頼りに、2007 年に威海キャンパスで新たに創立した教育科学
研究機構です。土木工程専門研究室、工程力学研究室、空間構造研究センター、
土木災害と防御研究センター、近海工程構造研究センター、材料力学実験室、
理論力学実験室、土木工学材料実験室、土工実験室、測量実験室、構造実験室
と計算センターから構成されています。
提携目的
進んだ複合材料型技術、層間強度技術の向上
連絡先：辺文鳳 電話番号：13173306058 メール：bianwf@163.com ホームペー
ジ：http://civil.hitwh.edu.cn/440/list.htm
9．吉土超砼(山東)新材料技術有限会社
企業紹介
吉土超砼(山東)新材料技術有限会社は 2019 年 08 月 20 日に設立され、登録地
は山東省威海市文登区米山鎮長叡村南にあり、法人代表は李春朝です。経営範
囲は新型材料の研究開発と生産、工事技術コンサルティング、技術サービス、
技術普及、届出範囲内の貨物と技術輸出入、検査サービス、建築工事設計と施
工、装飾工事、防水工事設計と施工などにわたっています。
提携目的
拝耳法赤泥基地質ポリマーの機能化研究と産業化応用に関する研究。
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連絡先：李春朝 電話番号：18355102039 メール：xdn@chinaslprs.com
10．山東万図高分子材料株式有限会社
企業紹介
山東万図高分子材料株式有限会社は高分子新材料、化学工業新材料の研究開発、
生産、販売に従事する国家ハイテク企業です。会社が独自開発した主力製品―
―WT シリーズの環境保護衛生安全型可塑剤は、国際権威の検査・測定認証機
構 SGS による EU ROHS、REACH 及び国内の権威検査・測定機構の毒理学などの
関連検査・測定を経て、安全で環境保護の無毒レベルに達し、国内外のベンゼ
ン類を含む可塑剤を完全に代替すること、国際同類製品の空白を埋めることが
でき、国内の初創です。現在すでに医療用手袋、子供のおもちゃ、包装材料、
床材、自動車内装、食品レベルのホースなどの業界市場の開拓に成功し、省内
外の顧客 1000 軒余りを発展させ、特に使い捨て PVC 医療手袋、労保手袋など
の業界の市場シェアは 50%以上に達しています。
提携目的
エステル化反応用固体酸触媒、変性クエン酸エステル。
連絡先：周潔 電話番号：15688716516 メール：wtgfzhr@163.com ホームペー
ジ：www.shandongonetwo.cn
11．郯城経済開発区
企業紹介
省級化工園パークで、すでに 3 階の標準化建屋 4 棟が建てられ、日本企業の入
居を募集しています。
提携目的
精密な化学工業、ハイエンド製造業
連絡先：丁

潔 電話番号：13563916203

12．中国科学院青島バイオエネルギーと過程研究所
企業紹介
中国科学院青島生物エネルギーと過程研究所は中国科学院、山東省人民政府、
青島市人民政府により 2006 年 7 月に建設工事が行われ、2009 年 11 月 30 日に
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共同建設三方検収に通過し、中国科学院の「知識革新プロジェクト」の管理序
列に組み入れた国立科学研究機構である。
提携目的
1、電池安全評価センターの設置。
2、燃料電池のコア部品研究開発基地の建設。
3、日本の進んだプロトン交換膜燃料電池膜電極量産技術を導入する。
4、日本の進んだ燃料電池測定技術を導入する。
5、炭素化学分野の国際的に有名な専門家を受け入れる。
6、共同でバイオマス気化合成を完成する。パラレン、ベンゼンなどの高付加
価値化学品全体のプロセスパック。
7、日本の進んだ固体電池界面修飾技術を導入する。
8、日本の進んだ固体電池生産設備の設計技術を導入する。
連絡先：楊緒彤 メール：yangxt@qibebt.ac.cn 電話番号：13906423996
13．山東天潤と生物工程有限会社
企業紹介
山東天潤と生物工程有限会社は微生物菌種と複合製剤を核心技術とし、生物技
術手段を頼りに、優良微生物農業産業製品の研究開発と生産、解決方案の制定
とサービスに力を入れているハイテク企業です。今会社の製品は主に微生物菌
肥、環境保護微生物、微生物飼料添加剤の 3 つのシリーズを含みます。
提携目的
マイクロエコ、環境処理、養殖関連企業。
1.良質微生物菌種開発とアップグレード。
2.微生物環境保護技術。
連絡先：宋

迪 電話番号：18805317705

14．潍坊聖基置業有限会社
企業紹介
会社は 2003 年 1 月に設立され、登録資本金 6680 万元、不動産開発経営を主と
し、国家不動産開発の二級資質を備えています。所轄ホテル、物業などの経営
管理は、「主業鮮明、多元併挙」の経営理念を堅持しています。会社は「責任
不動産、百年聖基」を企業目標として、ずっと「客を本位にして、質を求めて、
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優で勝ち、精で新を図る」という経営の趣旨を堅持し、良好な企業公民イメー
ジを樹立することに力を入れています。
提携目的
日本組立式建築技術及び施工工芸プロセス、集積式内装技術などを考察します。
連絡先：王

鵬 電話番号：18660608600

15. 濰坊春豊新材料科技有限会社
企業紹介
濰坊春豊新材料科技有限会社は 2017 年 8 月に設立され、無機非金属の新型材
料会社である。六方晶窒化ホウ素(ホワイトグラファイト)粉末、二ほう素化チ
タン粉末及びその派生製品が主力商品である。製品は主に熱圧セラミック、宇
宙開発技術および防弾板、ホットスクリーン被覆層、メーク及び熱伝導工程プ
ラスチック充填剤などに応用されている。
提携目的：
日本の DENKA や京セラなどの国際大手企業とマッチングし、製品を輸出し、技
術指導と支援を求める。
連絡先：宋浩源

電話番号：13153392555

メール：295009698@qq.com ホーム

ページ：www.wfcfxcl.com
16．山東京博石油化工有限会社
企業紹介
山東京博石油化工有限会社は山東省浜州市博興県経済開発区に位置し、石油化
学工業を主業とし、石油精製と後続の高度加工を一体とした大型民営企業であ
ります。前身は博興県潤滑油脂場で、1988 年に立案し、1991 年に工場を立ち
上げました。2000 年 12 月に山東京博石化有限会社に改称し、また 2004 年に
山東京博石油化工有限会社に改称しました。2013 年に 2 億元を投資して研究
開発センターを設立し、研究開発能力は石油業界をリードしています。 京博
石化の製品は高効率燃料、ハイエンド化学製品、高性能材料の 3 大プレートに
わたります。車用ガソリンは 6 年前に国家基準の国 VIB に達し、車用ディーゼ
ル油は 2 年前倒しで国 VI 基準のアップグレードを完成しました。清浄シリー
ズの燃料を世に出し、国内の清浄ガソリン基準を実施する先行企業です。京博
藍動力 101 車用ガソリンは、上海 GTMasters スーパーカー名人級競技会の公式
推薦油に選ばれました。京博石化は山東省 n―ヘキサン食品添加剤の認証資格
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を獲得。海韻牌道路アスファルトはチベット合格サプライヤーの民営製油ブラ
ンドです。また聚正牌トランス式ブタンゴム、京博聚牌(臭素化)ブチルゴム、
ポリブテン合金などの高性能新材料はそれぞれ国際と国内の先進レベルに達
しました。 京博石化は技術革新を重視し、清華大学、ワシントン州立大学な
ど 50 余りの国内外の大学、科学研究院と協力して 20 余りの技術革新連盟を創
立し、そして青島、済南、武漢、大連、西安に 5 つの革新拠点を設立し、多く
の分野にわたって豊かな成果を得て、社会の発展と科学技術の進歩に技術革新
の駆動を提供しました。 京博石化は創業時より継承してきた「産業報国、社
会にサービスを」の企業責任と「顧客に満足する商品を生産し、社会のために
有益な人材を育成する」という企業使命のもとで、「高能率燃料、ハイエンド
化学製品と高性能材料の三位一体の石油化工価値方案サービス事業者」の戦略
的位置付けを堅持し、業界発展の最前線に立脚し、新型都市化と経済転換のア
ップグレードによる巨大な発展チャンスを掴みました。当社は積極的に国家供
給側構造改革と山東省の新旧エネルギー転換の要求を貫徹し、「品質第一、利
益優先」を堅持し、「四新（新技術、新産業、新業態、新モデル）」で「四化
（工業現代化、農業現代化、国防現代化、科学技術現代化）」を促し、ハイエ
ンド化学工業、高性能新材料などの省級重点建設プロジェクトを計画し、積極
的に産業発展の新しい方向を模索しました。
提携目的
1、新材料産業製品の提携、例えば、ポリイミド薄膜の製造工芸、生産設備の
導入または共同開発；超高分子量ポリエチレン技術(製品が安定で、分子量が
500 万以上の超高分子量ポリエチレン)の導入または共同開発。特殊ゴム(例え
ばアクリル酸エステルゴム)、特殊材料(例えば炭素繊維)などの技術を導入し、
或いはパイロットプロセスの開発協力及び工芸拡大。
2、ファインケミカル製品の提携、例えば二酸化炭素、合成ガス、アンモニア
水の下流利用、工業化された熟達技術を探し、導入します。
3、ファインケミカル、材料などの関連会社(例えば Zeon、三井化学、鐘淵化
学など)との協力交流、現場見学、さらに戦略的提携。
4、針状焦生産フルセット技術の開発：現在、当社は重油触媒分解装置 2 セッ
トを有しており、年間約 10 万トンの油パルプが作られ、コークス化遅延の原
料として、普通の石油コークスを生産し、資源の浪費をもたらしています。従
って針状焦生産技術を求め、低付加価値の油パルプを高価値の針状焦の生産に
振り向けます。
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5、残油非水素脱硫、脱金属技術：現在、残油、原油硫黄含有量は比較的に高
く、下流装置脱硫と高品質石油コークス生産に不利な状況にあります。従って
新技術を求め、残油、原油脱硫率を 80%以上に、脱金属ニッケル、脱バナジウ
ムの能力を 70%以上に向上させます。
6、芳香族炭化水素分離技術及び多環芳香族炭化水素利用技術：単環、両環、
三環及び以上の芳香族炭化水素を、効率的、低エネルギー消費技術による分離、
及び三環とそれ以上の芳香族炭化水素の高付加価値利用技術。
7、1―ブテン重合最適化技術：重合反応時間 24 h 程度、生成物は反応の進行
体系の粘度の変化に連れて次第に増加します。従って新型反応器、新型ミキサ
ー、優れた解熱能力技術を求め、重合反応時間を 8 時間以内に低下させ、生産
効率の向上を目指します。
連絡先：孫文娟

電話番号：15854334857

17．山東益豊生物化学環境保護株式会社
企業紹介
山東益豊生物化学環境保護株式会社は 2011 年に発足し、山東省浜州市博興経
済開発区に位置し、硫化物産業チェーンの発展に焦点を当てるハイテク企業で
す。当社は豊富な硫黄資源と完全な硫黄含有材料産業チェーンを持っており、
世界最大の硫黄尿素メーカーで、国内唯一の高折光学樹脂材料メーカーです。
さらに一連の光材料産業チェーンを伸ばし、新製品と新技術を導入することを
企画しています。
提携目的
1、視健康光材料及び含硫化学品の輸出
2、光材料セット製品および技術導入。
連絡先：梁萬根

電話番号：13563076003

18．青島中仁日用化粧品有限会社
企業紹介
青島中仁日用化粧品有限会社は、青島中仁健康産業グループに所属します。
2014 年に発足して以来、鮮明な海洋資源を頼りに、「海の雅」シリーズのス
キンケア製品を発売し、CCTV ブランドの中国重点推奨ブランドとなりました。
現在、当社はすでに 30 種類以上の製品を開発しました。クリーム、クリーム
乳液、パック、シャンプー、リンス、入浴ファンデーション、隔離日焼けどめ
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などを含みます。その内技術面では、多相乳化を利用して日焼け防止製品を開
発し、有機日焼け防止剤の結晶析出の問題を解決しました。また、マイクロカ
プセル包装技術を採用し、香りが持続しないこと及び活性物質が体系の中で不
安定であるなどの問題を解決し、特有の爆水技術を用いて爆水エッセンスを開
発しました。大量に密集した水分子は肌に持続的なうるおいを与えます。
提携目的
提携希望は主に調合技術の面であり、特に効果製品(きょ斑、美白、日焼け止
め、きょ皺など)及びメイク面(ファンデーション、隔離、エアマットなど)で
す。現在これらの面においては更に強化し、製品の品質と競争力を高める必要
があります。
連絡先；李金香

電話番号：17669639836

19．青島エフィント工貿有限会社
企業紹介
エフィント工貿有限会社は 2007 年に設立され、タイヤ輸出、化粧品輸入など
に携わる総合的な国際貿易グループ企業です。
提携目的
タイヤ、化粧品
連絡先：黄少華 電話番号：13863952757
五、現代農業
1．山東安信種苗有限会社
企業紹介
2008 年 7 月に設立され、中国野菜育苗業界の上場企業です。（株）銘柄コー
ド：831492。主に野菜種苗育成、新品種の導入と試験、輸入肥料販売を携わっ
ています。現在、安信種苗は 80000 平方メートルの近代化育苗温室を有し、年
間育苗能力は 1 億株を超え、カバーする範囲が山東、遼寧、河南、江蘇、河北、
内モンゴル、山西など十数個の省に及びます。
提携目的
日本側から弊社に先進的な設備、技術面などの情報を提供していただき、弊社
のスマート農業機設備と技術の研究開発の進展を加速させます。
53 / 88

54 / 88

連絡先：韓吉書 電話番号：13969182268
2．山東晶栄食品有限会社
企業紹介
山東晶栄食品有限会社は 2002 年に設立され、会社の前身がすでに 1990 年から
国際貿易について従事していました。冷凍、乾燥、塩漬け、鮮度保持を一体化
した、各種の野菜、果物及び食用菌の高付加価値加工を行う現代型企業です。
提携目的
技術面の交流を強化し、輸出製品の品質、数量を安定させます
連絡先：李静 電話番号：13605417989
3．山東一品実業有限会社
企業紹介
一品グループは農産物の優良品種育成、基地栽培、農業協同組合組織、注文購
入、恒温冷蔵、加工輸出、国際貿易を一体化した外向型農業企業グループです。
全国の同業界初米国への反ダンピング勝訴を実現した企業です。ここ数年来、
一品グループが急速に発展し、済南市ないし山東省の農産物加工輸出の先導企
業となりました。
提携目的
農業副産物を日本に輸出します
連絡先：胥健 電話番号：13561726621
4．山東省種子有限会社
企業紹介
山東省種子有限会社は科学研究、繁育、生産、加工、販売、国際貿易を一体と
した生産経営株式大型企業で、種苗輸出入経営権を持っています。会社の本名
は山東省野菜種子専門会社、1992 年に元山東省農業委員会の許可を得て設立
され、1996 年に山東省野菜種子専門会社から山東省種子本社に改称され、山
東省農業庁に所属する大手国営種の企業です。2009 年、株の持分制改造後、
会社名を山東省種子有限公司に変更しました。
提携目的
冷プラズマ種子殺菌処理技術
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連絡先：張暁明 電話番号：18305311211
5．青島金禾天潤農業科技有限会社
企業紹介
青島金禾天潤農業科技有限会社は中城開農業グループ、青島膠州城投、台湾富
士康永齢農場が共同で 23.7 億元を投資して設立したもので、特色のある農業
を支えとし、グリーン健康発展を理念とする現代農業科学技術企業です。当社
は先進的な精密水肥一体化点滴灌漑システム、スマート NC 温室ハウス技術、
農産物品質安全根源管理システムなどのハイテク栽培管理システムにより高
効率現代農業をリードしています。ロシア 8 号、沙王、金禾佳紅などの良質で
稀な大さくらんぼ品種を育成し、そして自力で無毒組培斉早など多くの良質品
種を開発しました。築き上げた山東・半島田園総合体プロジェクトは国家新農
委農村振興モデルプロジェクトと青島市田園総合体モデルプロジェクトに選
ばれました。
提携目的
日本の優良品種、技術を導入します。日本企業と協力して、青島金禾天潤農業
科技有限会社に良質な果物、野菜の種苗を提供していただきます。例えばトマ
ト、イチゴなどです。
連絡先：韓雷 電話番号：13853221133
6．青島暁陽工貿易有限会社
企業紹介
青島暁陽工貿易有限会社は 1998 年に設立され、茶葉の研究開発、栽培、加工、
販売と茶文化研究を一体にした青島市農業の先導企業です。相次いで「中国優
秀茶葉企業」、「2008 年中国茶業界百強企業」、「青島市農業トップ 50 強企
業」、「山東省ブランド」、「中国有名商標」、「山東省農業産業化重点先導
企業」と評価されました。当社は絶えず革新を開拓し、優を求め、篠山茶事業
及び篠山茶文化の発揚に力を入れています。
提携目的
茶と茶の文化交流
連絡先：楊偉苗 電話番号：13370823006
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7．深セン市華巨臣実業グループ
企業紹介
深セン市華巨臣実業グループはお茶産業の多階層サービスプラットフォーム
を構築することを核心とし、会議展示、産業パーク、投資基金、産業インター
ネット、文化メディアなどの業務を一体とした総合的なグループ会社で、広東
省農業のトップ企業、全国コンベンション百強企業、中国商務部の第 1 回展示
業重点連絡企業です。
提携目的
日本のお茶企業が山東省へ出展するのを招待します
連絡先：万超 電話番号：18124077420
8．青島鑫潤錦食品有限会社黄島支社
企業紹介
青島東魯生態農業有限会社は 2014 年に設立され、1800 ムーの敷地を持ってい
ます。主に良質(有機)農産品の栽培と標準農産品の供給に従事し、現在の生産
ラインは有機リンゴ、南キョウ桃、褐麦石磨粉、高葉酸甘モチトウモロコシな
どを含みます。
提携目的
有機リンゴの輸出
連絡先：孟兆彬 電話番号：13706305683
9．青島東魯生態農業有限会社
企業紹介
青島東魯生態農業有限会社は 2014 年に設立され、1800 ムーの敷地を持ってい
ます。主に良質(有機)農産品の栽培と標準農産品の供給に従事し、現在の生産
ラインは有機リンゴ、南キョウ桃、褐麦石磨粉、高葉酸甘モチトウモロコシな
どを含みます。
提携目的
有機リンゴの輸出
連絡先：戴江雲 電話番号：18660266682
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10．青島盛躍進農業科学技術発展有限会社
企業紹介
尚好科技有限会社は FD 凍結果物の高付加価値加工輸出を専門に従事する国家
高新技術企業です。持ち株の略称：尚好科技。（株）銘柄コード：800672。会
社の固定資産は 1.5 億元で、製品は FD 凍結果物、各種の果物野菜の栄養粉、
焙煎、チョコレート、お菓子、栄養朝食などの原料、天然の保健品、妊産婦食
品と生物製品などの 100 種類余りの品種を含みます。すでにアメリカ FDA 登録
を得て、そして OU ダブル認証、米国 USDA 有機認証、ドイツ BCS 有機認証、EU
BRC 認証、中国森林食品認証、ISO 9001：2015 品質体系認証、HACCP 食品安全
システム認証、知的財産権管理体系認証などを通過し、製品が主にアメリカ、
ドイツ、日本、韓国と EU などの国家と地域で販売されています。国際及び国
内市場と軍民融合機能性食品で良好な信用を獲得しました。
提携目的
イチゴ種苗と組耕技術、凍結乾燥食品の加工設備と技術を購入し、凍結乾燥食
品の生産販売の面で双方向投資協力を展開します。
連絡先：楊同燕 電話番号：18953205158
11．尚好科技有限会社
企業紹介
尚好科技有限会社は FD 凍結果物の高付加価値加工輸出を専門に従事する国家
高新技術企業であり、株権の略称は尚好科技、株式コード 800672 です。会社
の固定資産は 1.5 億元で、製品は FD の凍結果物、各種の果物野菜の栄養粉、
焙煎、チョコレート、お菓子、栄養朝食などの原料、天然の保健品、妊産婦食
品と生物製品などの 100 種類余りの品種を含みます。会社はすでにアメリカ
FDA 登録を得て、そして OU ダブル認証、米国 USDA 有機認証、ドイツ BCS 有機
認証、EU BRC 認証、中国森林食品認証、ISO 9001：2015 品質体系認証、HACCP
食品安全システム認証、知的財産権管理体系認証などを通過し、製品は主にア
メリカ、ドイツ、日本、韓国と EU などの国家と地域で販売されています。国
際及び国内市場と軍民融合機能性食品で良好な信用を獲得しました。
提携目的
1.特色のある果物/農産/食品の高効率良質乾燥とその副産物の高付加価値化
利用
2.イチゴ種苗栽培
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3.特別医療食品、機能性食品の開発
連絡先：郁東興 電話番号：18853255789

12．青島浩斎源青果専門協同組合
企業紹介
青島浩斎源青果専門協同組合は 2011 年 8 月に設立され、平度市蓼蘭鎮に位置
します。協同組合の現有事務所は 15 室、計 800 平方メートル、培訓室、製品
展示ホール、財務室などを備え、コンピュータ、プリンター、電話、スキャナ
などの事務設備が整えています。特色のある農作物加工工場 2 カ所、計 3000
平方メートル、加工パイプライン 2 セット、10000 トン大型恒温庫 1 基、物干
し場 6000 余平方メートル有しています。2017 年に定温ハウス 2 基を完成し、
ドラゴンフルーツの栽培に使われました。2019 年には冷凍庫 450 立方と低温
庫 2800 立方が新設され、主に唐辛子、ジャガイモとニンジンの加工、貯蔵に
使われます。当社は主に唐辛子、ジャガイモ、ニンジン、長ネギ、白菜などの
農作物の栽培と輸出業務に従事しています。
提携目的
ジャガイモ、にんじん、冷凍唐辛子などの農産品を輸出します
連絡先：李春香 電話番号：18661601588

13．青島佳垦農業サービス有限会社
企業紹介
青島佳垦は日竜永瀬社が提供した進んだイチゴ栽培技術と資材を頼りに、山東
省乃至全国範囲で普及事業を行い、安全で美味しく、無公害のイチゴを栽培し
ている。
提携目的
今回のイベントで日本の進んだ農作物栽培理念を求め、そしてその相応の栽培
技術を中国に導入し、普及させることを望んでいる。
連絡先：梁朋 電話番号：15194294608
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14．青島固達金属材料有限会社
企業紹介
青島固達金属材料有限会社は主に耐摩耗、高温耐性、耐腐食炉溶接材料の研究
開発と生産に従事し、農業機械、鉄鋼、鉱山、電力、石油化学工業、セメント、
浚渫などの業界に重点を置いています。会社が自力で開発、設計したスタック
溶接薬の芯ワイヤは、双金属耐摩耗複合材料の耐摩耗性を大幅に向上させ、設
備の交換率を下げることができ、使用寿命を延長することができます。
提携目的
農業機械装備用耐摩耗炉溶接材を輸出します
連絡先：梁淼淼 電話番号：13045031266
15．山東七河生物科学技術株式有限会社
企業紹介
山東七河生物科学技術株式有限会社は、2000 年に設立され、登録資本金
5125.52 万元、淄博市淄川経済開発区に位置し、主に食用菌の研究開発、生産、
模範、普及、加工、販売、輸出業務に従事しています。会社は国家ハイテク企
業、省級農業産業化の重点リード企業です。2，000 ムー余りの食用菌生産基
地を持ち、シイタケ日光ハウス 1000 棟余り、シイタケ工場化生産作業場 3 万
平方メートルを建設しています。「海外進出」戦略を実施し、韓国、日本、ア
メリカ、ポーランドに 8 つの子会社と 9 つの生産基地を建設し、「国内発菌、
国外にタケ出し、生タケ現地上場」の産業化経営モデルを形成しました。現在、
会社の年産シイタケ 5000 万本、韓国、日本、アメリカ、ドイツ、カナダなど
30 カ国以上を輸出し、年間輸出による外貨所得は 6000 万ドルで、年間国外販
売量、売上高は全国の同業界第 1 位です。
提携目的
日本食菌の顧客を探します
連絡先：劉玮玮 電話番号：13656444026
16．淄博淄川德祥農産品専門共同組合
企業紹介
淄博淄川德祥農産品専門共同組合は 2013 年に設立され、山東省の自然豊かな
郷、テレビドラマ「馬向陽下郷記」の撮影地、世界短編小説の王の蒲松齢の故
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郷に位置します。 ここには恵まれた地理資源の優位性があります。生産基地
土壌のセレン元素含有量は 0.440 MG―0.442 MG と測定され、特に農作物の生
長吸収に適しており、栽培した農産物は体にいいです。協同組合の現有社員は
100 人余りで、現有のセレン含有農産物栽培基地 1 か所、敷地が 200 ムー余り、
雑穀包装作業場が 1000 数平方メートル。周囲の住民を率いて、セレンを多く
含む小麦及びセレンの富んだ雑穀 1000 余ムーを栽培しました。製品は主にセ
レン全麦面、セレン含有麺、セレン含有落花生、セレン含有小米、セレン緑豆、
高セレントウモロコシ粕、セレンアズキ、セレン黄豆、セレン落花生富、セレ
ン系ピーナッツ油で、全国範囲で販売されています。協同組合は生産過程の満
場を監視し、定期的に農作物のサンプルに対して検査分析を行い、製品の品質
を確保し、全面的に製品の「土地からテーブルへ」の全プロセス無汚染制御を
実現しました。健康を重視するグリーン栽培の協力の道を歩んできました。
提携目的
製品を日本に輸出させ、日本市場に進出させるために、セレンを多く含むトウ
モロコシの粉、セレンを多く含む米、富セレン雑穀の販売代理店やマーケティ
ング企業を探します
連絡先：劉立冬 電話番号：13355263826
17．山東天漿農業科学技術発展株式有限会社
企業紹介
山東天漿農業科学技術発展株式有限会社は 2018 年に設立され、登録資本金
1000 万元、株主 5 人、法人代表が李継軍、棗荘市山亭区北庄鎮杏峪村に位置
します。主にトルクメニスタン紫紅ざくろ、超大果ザクロ、種なしザクロ、特
早熟ザクロ、アメリカ早生ザクロ、スペインザクロ、イタリアンザクロ、特軟
種ザクロ、国審品種秋艶などを栽培します。賽秋艶などの審査前のざくろ良質
新品種 56 個(国内 9 個、国外品種 47 個)を持ち、ざくろ高効率栽培模範基地
200 ムーを有し、面積 500 ムー、1000 ムーをカバーして推進してきました。北
庄鎮に「万ムーのザクロ園」とザクロ園の生態町を計画しています。
提携目的
ざくろの総合精密加工技術。
連絡先：魏成剛 電話番号：18266087088
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18．棗荘旺達農業科学技術有限会社
企業紹介
棗荘旺達農業科学技術有限会社は 2011 年に設立され、登録資本金 1000 万元、
敷地 580 ムー。会社が設立した協同組合は野菜農民専門協同組合は 2011 年に
国家級農民専門協力モデル社に評価されました。会社の野菜果物の栽培面積は
563 ムー、社員 181 人、日光温室 538 個、高基準育苗温室 9000 平方メートル、
知能催芽室 300 平方メートル、実訓模範基地面積 380 ムーを有しています。総
合セットサービスエリア、集約育苗展示区、標準化生産区と新品種新技術試験
モデル区を形成し、生産施設の工場化、生産環境の清潔化、生産商品の高級化
を実現しました。現在周辺の模範農家 3000 戸余りをカバーして率いており、
普及面積は 2.2 万ムーに及びます。
提携目的
農産品の高付加価値加工、主に干し果物加工
連絡先：王建全 電話番号：15589227888
19．煙台泉源食品
企業紹介
農業産業化国家重点先導企業です
提携目的
技術交流、果酢酵素などの技術設備導入
連絡先：孫濤 電話番号：18865552285
20．潍坊欣欣食品株式有限会社
企業紹介
野菜栽培と加工輸出をしています
提携目的
種の研究開発および高付加価値加工
連絡先：李勇倫 電話番号：13583673666
2１．山東沃華農業科学技術株式有限会社
企業紹介
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山東沃華農業科学技術株式有限会社は山東省安丘市龍湖工業パークに位置し、
南が諸城に接し、北が潍坊と寿光を望み、「潍坊モデル」の核心的地区に位置
しています。主要な業務は基地栽培、初加工、高付加価値加工、全プロセス機
械化と社会化サービスなどで、国家初の一二三産業融合プロジェクトモデル企
業です。会社は大規模な長ねぎ産業を作り、積極的に革新を求め、築き上げた
「ウォーファーモデル」は長ネギ生産の全プロセスの機械化の迅速な発展を推
進しました。
提携目的
日本住化農業資材株式会社、青島住豊世茂農業科技有限会社から長ネギ育苗水
肥料一体化技術を導入します。
連絡先：劉凱

電話番号：18363658002

22．山東美佳グループ有限会社
企業紹介
山東美佳グループ有限会社は 1978 年に設立し、冷凍水産品、野菜、冷凍便利
食品及び調理食品を加工、販売し、同時に飲食店を経営しています。会社の年
間売上高は 25.06 億元、年間輸出による外貨所得は 3.08 億ドル、国内での売
上は 7.05 億元。
提携目的
1、冷凍水産品、冷凍野菜および調理品の輸出
2、日本調理食品の輸入
3、冷凍水産原料の輸入
連絡先：劉紅 電話番号：13963046178
23．日照怡和食品株式有限会社
企業紹介
日照怡和食品株式有限会社は 2003 年に設立し、野菜、果物基地の栽培、生産
加工、国内外の販売を一体とした農業産業化の先導企業です。漢光野菜専門協
同組合、雅如ブドウ専門協同組合、幽尔崮農業開発有限会社などの 6 つの子会
社を持ち、業務は輸出入貿易、生態観光摘採、野菜栽培、苗圃園などに渡って
います。主に新鮮な白菜、長ネギ、白花菜、大根、ニンニク、ジャガイモ、ブ
ロッコリー、山芋、キャベツ、ニンジン、丸ねぎなどの 30 余りの野菜品種を
生産します。ゴボウ茶、生食ブドウ、ワインなどの製品は栽培基地 1200 ムー
62 / 88

63 / 88

余りを有し、契約注文栽培基地が 6500 ムー余り、年間生産加工量 20000 トン
余りです。
提携目的
野菜栽培技術
連絡先：崔貴松 電話番号：13863348333
24．日照淞晨茶業工貿有限会社
企業紹介
会社は 2006 年 3 月に設立され、主にお茶の育成、栽培、加工、販売、茶文化
の普及、茶エリアツアーなどを業務としています。現在、有機茶園面積は 310
ムー、無公害認証茶園面積は 3000 ムー、周辺の茶農家 600 戸余りを牽引して
います。会社は今、「淞晨」「淞晨 1966」「海岸緑茶」「魯紅」「翠蕊生香」
の 5 つの商標があります。会社の製品は中国第 1 回水上競技大会の指定製品、
第 10 回中国芸術祭の指定用茶、第 12 回中国国際農産物取引会の売れ筋製品と
指定されました。「淞晨 1966」と「魯紅」は第 3 回中国―中央アジア協力フ
ォーラム指定お茶、第 12 回中国林製品取引会金賞を受賞しました。「海岸緑
茶」「魯紅」は山東ブランド品、「海岸緑茶」は山東省有名商標、第 10 回国
際名茶コンクール金賞、
「淞晨」は山東省農産物有名ブランドに指定され、2018
年に外務省山東世界推介会の推介製品に指定されました。
提携目的
抹茶加工技術、茶食品、お茶飲み物加工技術、微生物菌肥加工技術
連絡先：姜濤 電話番号：13806336371
25．山東中緑食品株式有限会社
企業紹介
山東中緑食品株式有限会社の前身は山形県中緑食品有限会社、2002 年 3 月 21
日に設立され、美しい海浜都市日照莒県に位置し、冷凍野菜、果物の加工、貯
蔵、販売、輸出を行う農産品加工企業です。会社は 2008 年に山東省農業産業
化の先導企業に選ばれ、2012 年に全体を株式有限会社に改制し、斉魯株式取
引場に看板を掲げました。既存の冷凍野菜の生産ラインは 4 つで、冷凍野菜、
果物の年産能力は 3 万トン以上、会社は低温冷凍庫 22 庫を有し、倉庫容量は
7 万立方に達しています。
提携目的
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日本の野菜調理生産技術を利用し、日本市場を開発します。
連絡先：陳志文 電話番号：13468316593
26．山東方新食品有限会社
企業紹介
会社は 2017 年 2 月に設立され、農産品豊富な山東省日照市にあり、敷地面積
127 ムーあります。会社は日照港、青島港と隣接しており、地理的に優れてお
り、交通が便利です。会社は冷凍野菜などの食品の研究開発、生産及びマーケ
ティングサービスに従事しています。現在冷凍野菜の年産量は 3 万トンです。
提携目的
新しい工芸と技術を求め、即席野菜製品を開発します
連絡先：李沙沙 電話番号：13696338499
27．山東振承農業発展株式有限会社
企業紹介
山東振承農業発展株式有限会社は 2017 年 1 月に設立され、登録資本金が 1100
万元、山東省日照市の五蓮県潮河鎮劉家坪村に位置し、現在すでに 1600 余万
元の投資を集め、固定資産が 1000 余万元に達し、総敷地面積が 500 ムー余り、
建設面積は 30 ムー余り有します。国家商標総局で「劉家坪、蓮山緑谷、山水
五蓮、斗米山」などの十数個の商標を登録しました。従業員 40 余人有し、高
基準茶園基地 500 余ムー持ち、金観音、黄観音、金牡丹、金牡丹、金バラ、福
鼎真相、黄金芽、中黄一号、花香アルコールなど十数個の無性系優良品種を導
入しました。標準化生産作業場 3000 平方メートル、容積 4000 立方メートル
の恒温、冷蔵庫、進んだ茶炒め、製茶設備を持っており、現在すでに生産運営
されており、年間乾燥茶の生産能力は 20 万余斤に達します。会社は 2018 年に
中国農業産業品質信用 AAA 級企業、中国 3.15 信用サービス双優標準企業、
「劉
家坪」シリーズ製品は「中国グリーン食品」重点普及ブランドに指定されまし
た。
提携目的
抹茶技術研究と応用
連絡先：劉振承 電話番号：13156997707
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28．五蓮県百石農業発展有限会社
企業紹介
五蓮県百石農業発展有限会社は主に石材製品の生産組み立て販売とネット販
売に従事しています。農産品、土地特産品の販売とネット販売、農産物の買収、
初加工、家庭用軽量小石磨はユーザーに高く評価されています。年間生産石磨
が 3 万台、製品は相次いで国家知的財産局が発行した実用新案技術特許と 2
つの製品外観特許を獲得しました。宝山石磨歯は手作りで、現代の道具にはか
けがえないもので、柄は厳格に基準通りで精製されており、磨り力が強く、ス
ピードが速い特徴があります。宝山石磨は伝統の基礎の上に圧力装置を付け加
え、石磨の軽量化を実現したとともに、石磨の実用性を確保し、圧力調節によ
り磨き物の粒度の太さも違い、消費者の好みに適しています。
提携目的
日本市場を開拓します
連絡先：王玮 電話番号：18463303912
29．山東緑豊生態農業株式有限会社
企業紹介
山東緑豊生態農業株式有限会社は国家 4 A 級観光地の五蓮山前麓に位置します。
園区の敷地面積は 1600 ムー余りで、さくらんぼ育苗栽培、収穫観光及びさく
らんぼの高付加価値加工を一体にした現代生態観光農業総合体です。「国家グ
リーン食品認証」「国家林業産業重点リード企業」、「国家ハイテク企業」、
「省級農業産業重点リード企業」などの名誉を獲得しました。会社はさくらん
ぼ栽培基地 3000 ムー、さくらんぼ栽培協力基地 20000 ムー余りあります。現
在は年産高級さくらんぼジュース 12000 トン、チェリー酒 800 トン、さくらん
ぼの砂糖漬け 300 トンの生産能力を有し、中国で唯一のさくらんぼ搾りたてジ
ュースで工場です。そして、わが県全域の観光チェーンに溶け込み、国家 2 A
級の観光地になりました。
提携目的
さくらんぼの高付加価値加工技術、市販プラットフォームドッキング
連絡先：鄭

偉 電話番号：15163332317
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30．山東博華高効生態農業科学技術有限会社
企業紹介
山東博華高効生態農業科学技術有限会社は 2012 年 3 月に設立され、山東博興
に位置し、敷地面積が 6 万ムー余りです。経営範囲は野菜、食糧、苗木、花卉
園芸、畜産、水産、食用菌、農業副産物加工、飼料、生物肥料、工事施工，レ
ジャー農業、農民育成、農業社会化サービスなどにわたります。会社は庭園の
花、健康な食材、文化観光の 3 大プレートの協同発展を通じて、次第に農業生
産サービス、食事方案サービス、居住環境サービス、レジャー娯楽サービスを
一体とした総合的な社会化サービスプラットフォームを形成しました。
提携目的
農業資源の総合利用、発酵型肥料開発、栄養食品加工技術などの面での技術移
転、共同研究開発、人材導入など多様な形で協力を展開します。
連絡先：王金宝 電話番号：13405434301
31.汇泰渤海水産有限責任会社
企業紹介
汇泰渤海水産有限責任会社は渤海水産株式会社が出資して設立した子会社で、
登録資本金 6000 万元。会社は 30 万ムー近くの塩田養殖基地を持っており、主
に南米白クルマエビを養殖し、国内ないし全世界で最大の養殖基地となります。
会社の特色の塩田エビ、養殖水域の塩分含有量は海水を超え、約千分の三十か
ら六十であるため、エビ類の生長は比較的に遅いです。従ってエビは繊維が太
く、口当たりがしこしこしていて、甘い味がします。養殖面積が大きいため、
養殖過程で人工的に介入することは極めて少なく、主にプランクトンや海藻を
餌とし、野生に近いです。生育環境の影響で、当社のエビ類の生産量は比較的
に低く、高密度養殖のクルマエビの生産量には及ばなく、年間生産量は 1500
万斤前後と予想されているが、品質は極めて高いです。
提携目的
新い製品を開発し、新い市場を開拓します
連絡先：牛明徳 電話番号：13954358031
32．山東楽福康生態農業開発有限会社
企業紹介
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山東楽福康生態農業開発有限会社は緑の有機農業栽培開発、全過程の社会化サ
ービスと良質な農産物の加工販売を一体にした近代化農業企業で、会社は広く
て美しい黄河デルタに位置します。長深高速道路、東呂高速道路の近くにあり、
地理位置が優れ、交通が便利です。現在、良質な耕地面積は 2000 ムー余りあ
り、地質が肥沃で、水をやるのも排水するのも便利で、各種の良質な農産物栽
培に適しています。
提携目的
オーダー式グリーン有機農産物の栽培と加工の注文を受けます。2000 ムー余
りの良質な耕地があり、特色栽培を共に開発します。
連絡先：張緒国 電話番号：13854387783
33．山東斉魯浩華食品科技有限会社
企業紹介
山東斉魯浩華食品科技有限会社は 2017 年 12 月 22 日に設立し、斉魯交通、通
嘉投資、宏達投資、浩華聖源などの会社が共同で投資した国有持株企業です。
会社は山東省浜州市の恵化区下窪鎮政府の駐屯地棗郷三路 17 号に位置し、敷
地面積 103.5 ムー、登録資本金 1 億元、浜州市の加化区の冬棗栽培の研究開発、
高付加価値加工と販売の先導企業です。会社は 2.2 億元を投資して冬棗深加工
プロジェクトを建設し、予定竣工期間が 2020 年 5 月です。プロジェクトが完
成した後に冬棗 1.6 億斤を年間処理することができます。現在、企業は生産ラ
イン 2 本、作業場 25688 平方メートルを完成し、国内先進的な生産技術を備え
ています。会社は 1000 ムーの産業パークを頼りに、「斉魯浩華+受注農業」モ
デルを打ち出し、全区の 30 万棗農と利益共同体を構成し、共に 50 万ムーの冬
棗栽培園区の資源を頼って、冬棗産業を強くそして大きく発展させました。こ
こ数年来、会社は新鮮冬棗と冬棗高付加価値加工シリーズの製品の生産、加工、
販売及び冬棗製品技術の開発、研究、普及などの方面で著しい発展を得て、豊
富な経験を蓄積してきました。会社は山東省食品発酵工業研究院などの科学研
究大学と連合して山東斉魯浩華食品科技有限会社技術センターを設立し、2019
年に省級企業技術センターに認定されました。
提携目的
日本の果物発酵・抽出方向の技術が進んでいるため、人材、技術、設備面など
で日本の先進企業との連携を求めます。
連絡先：劉小麗 電話番号：13562302731
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34．ルベルト知能装備（山東有限会社）
企業紹介
ノルベルト知能装備(山東)有限会社は 2013 年に設立され、製造企業にスマー
ト製造解決方案を提供する総合サービス事業者で、研究開発、生産、販売、イ
ンストール、サービスを一体としたハイテク企業です。
提携目的
日本の進んだハイエンド設備ロボット産業技術を導入します。
連絡先：張克志 電話番号：18063573608
35．臨清市盛林生態観光有限会社
企業紹介
臨清興銀杏大観園林場は 2001 年に建設され、
現在の敷地面積は 937 ムーあり、
銀杏をテーマとした森林公園です。AAA 級の銀杏観光地にランクアップし、
2018 年 7 月に臨清市盛林生態観光有限会社の管理に組み入れ、全体計画に従
って 3 年以内に 2 億元を投資し、500 ムーの銀杏生態園を建設しました。生態、
観光、銀杏文化、多文化を一体にした観光基地です。栽培した油用牡丹および
開発した銀杏シリーズは、社会と経済効果を増加させました。
提携目的
花卉栽培
連絡先：孫友林 電話番号：13706352229
36．臨沂鼎新農産品有限会社
企業紹介
会社は 2003 年に設立し、ごぼう栽培、加工、貯蔵、輸出などの業務に取り組
んできました。2011 年に臨沂鼎新農産物有限会社を設立し、登録資本金 300
万元、敷地面積 15000 平方メートル、資産 2000 万元以上を持っています。2017
年 11 月 12 日にわが社はゴボウの郷中国ゴボウ(蘭陵)ハイエンドフォーラムを
開催し、重役と取引先代表 100 人以上を招待しました。会議はごぼうの郷の各
界の方々から絶賛され、ごぼうの全国普及を大きく促進しました。
提携目的
当社の生ごぼうとその加工品を販売します
連絡先：楊秀鳳 電話番号：13913334911
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37．山東三興食品有限会社
企業紹介
会社は 1978 年に設立され、山東省東南部の都市―臨沭に位置し、四十年の経
験を積んできました。総敷地 6 万平方メートル、登録資本金 4070.8 万元、従
業員 210 人。年間各種類の脱水野菜 15000 トンを加工することができ、主要な
製品は脱水ニンニク片、各種規格のニンニク粒、ニンニク粉、脱水玉ねぎ、青
パプリカ、ニンジン、わさび、花椒などを含みます。会社は ISO、HACCP、KOSHER、
HALAL、BRC などの権威ある認証を取得し、2012 年に FDA の現場審査に合格し
ました。
提携目的
脱水ニンニク、香辛料輸出
連絡先：李書磊 電話番号：18315646268
38．山東省宏福慧科技有限会社
企業紹介
山東省宏福慧科技有限会社は山東省臨沂市莒南県に位置し、農産品の加工輸出
を専門に従事する国家高新技術企業です。主な製品は FD 凍結果物、各種青果
栄養粉、焙煎、栄養朝食原料などです。
提携目的
1、特色の果物/農産/食品の高効で性良的乾燥及びその副産物の高付加価値利
用
2、特別医療食品、機能食品の開発
連絡先：阚宝山 電話番号：15315503988
39．臨沂市蘭陵県金億発食品有限会社
企業紹介
会社は 2012 年 6 月に設立され、生産·買収·販売·ストレージ·加工·輸出の一体
経営モデル会社です。登録資本金 1000 万元、投資総額 3900 万。会社の総面積
は 20000 平方メートル余りで、毎年ニンニク 35000 トン、鮮度保持ニンニク
3000 トン、連体ニンニク 2000 トンを輸出しています。輸出ニンニクは海外の
顧客の注文がメインで、毎週見積もりを行います。毎週注文することによって、
ニンニク相場を把握しやすく、そしてリスクを最低に下げ、利益を最大化する
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ことが実現できます。会社の流動資金は 2000 万元で、主にニンニクの買収、
加工、販売に使われています。常に良質なサービス、科学規範の管理をもって、
絶えず会社を健康に発展させます。
提携目的
当社のニンニクとその加工品を販売します
連絡先：宋加才 電話番号：13854967888
40．農林廃棄物の環境保全利用と肥料削減及び効果向上の鍵となる技術開
発・応用
提携目的
日本の進んだ生物と総合技術を利用して農林廃棄物を処理し、微生物の急速な
腐熟技術と合わせて廃棄固体残渣を生物有機肥料に調製し、農林廃棄物の清潔
化処理の難題を解決するとともに、植物生長調理技術と養分最適化技術を利用
して培肥土壌を最適化し、作物の生産量と品質を高める。
連絡先：劉同信

電話番号：17753809255

41．山東斉魯浩華食品科技有限公司冬棗深加工協力プロジェクト
提携目的
冬棗深加工プロジェクトを共同で展開する。
連絡先：李景ディ

電話番号：18805432727

42．山東百誉農業科学技術発展有限会社農業産業園の昇格と研究開発プロジ
ェクト
提携目的
日本の先進的な栽培管理運営モードと農業栽培園区の設計計画方案を導入し、
現在の敷地面積 1600 ムーの農業産業園に対して昇格改造を行い、農業産業栽
培園区、農業ビッグデータセンター、農業観光園区、農産物研究開発センタデ
ーターとセット施設を建設し、シソ葉の栽培、加工などの協力を展開する。
連絡先：李志紅

電話番号：13853689206
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43．山東海岱園林グループ有限会社いちご栽培基地協力プロジェクト
提携目的
投資、特許ライセンス、技術協力の方式で日本の種子繁殖型イチゴの育成技術
及び高層栽培技術の導入。
連絡先：束

靖

電話番号：18660120302

44．臨沂大学果物・野菜加工と副産物の総合利用技術開発協力プロジェクト
提携目的
果物・野菜の高度加工と副産物の総合利用技術開発の協力を展開する。
連絡先：劉雲国

電話番号：15065924690

45．山東福国菌業有限会社良質シイタケの菌株選別育成及び高効率生態コア
技術研究協力プロジェクト
提携目的
食用新しい菌株の研究・開発、基質の処方研究、高効率生産コア技術の改善の
協力を展開する。導入したシイタケ菌株に対し、工業化生産品の比較試験を行
い、生産量、品質、抗病性、早熟性などに対して総合的な評価を行い、適切な
専用菌株を精選する。工場化生産スマート式精密化管理システムを確立する。
各コア技術の最適化集成を通じて、産業化応用を実現する。
連絡先：王衛国

電話番号：18369708666

46．金正大大田作物用肥研究開発センター
提携目的
技術協力を展開し、日本の先進的な水稲、トウモロコシなどの農作物肥料の生
産と施用技術を導入し、日本の水稲、トウモロコシなどの作物栽培と管理技術
を学ぶ。
連絡先：劉錦妍

電話番号：15206826524

47．アルカリ土資源の効率的利用プロジェクト
提携目的
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技術協力方式で日本の耐塩植物の種子資源を導入し、アルカリ地の改良と利用
の面で技術協力と研究開発を展開する。
連絡先：孫澤強

電話番号：13791039021

48．農業ロボットコア技術と無人農場設備開発
提携目的
農業ロボットのハイエンド集成と柔軟性コントロール、農業機械の高精度定位
と自主ナビゲーション、正確な変数作業、農業生産過程の感知と正確な管理な
どの技術面の協力を展開し、共同で無人運転トラクター、共同収穫機、田間管
理機械 8～12 種類を開発し、中日双方が無人農場 3～5 カ所を共同で建設し、
毎年中日農業ロボットハイエンドフォーラムを 1 回開催することを予定して
いる。また、ICT 技術の産業化応用と効率的な農業集成モデルを推進する。
連絡先：印

祥

電話番号：18369916558

49．規模化ロバ養殖場の主要疫病研究
提携目的
科学研究の協力を展開し、先進的な馬属動物疫病の診断技術、予防と治療方法、
及び病原体の発病機序などの方面の研究構想と技術を導入し、日本の進んだ技
術と製品を利用し、現在の規模化ロバ養殖場に存在する主要な疫病問題を解決
する。
連絡先：銭潤馳

電話番号：18106351088

50．青島神秘園酒業有限会社
企業紹介
「神秘園」―ランドマーク製品の先端化は「食在平度（平度の美味しいものを
味わう）」のブランド効果で、国家地理標識保護を獲得した 19 種類の農産物
を精密加工しました。会社は今まで「大沢山ブドウ」100%純ブドウジュース、
笑顔馬家溝芹菜酒(国家発明特許を申請し、梅桃大姜が海鮮佐食酒などの濃い
平度特色のある飲み物）を開発します。会社は引き続き平度の特色ある農産物
を耕し、祝溝イチゴ酒と雲山大桜桃酒を続々と発売し、そしてオンライン下の
統一宣伝包装と結び付けて販売普及を行い、「平度農産物高付加価値加工」体
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験店を設立しました。そしてタオバオ、京東、阿里巴巴などの販売プラットフ
ォームに平度特色製品館を登録しました。
提携目的
笑顔海鮮佐食酒、カフェクリームリキュール招商(日本総代理)
連絡先：張楽忠 電話番号：18661735111
51．山东泰熙安环咨询服务有限公司
企業紹介
1、環境保全技術開発、環境保全工事、コンサルティング、環境保護機器、環
境保護設備の設計、製品の購入販売。 2.環境保全設備の生産、販売、給排水
設備、水処理設備及びその設置。 3.環境保全技術サービス、廃水、廃ガス、
騒音管理、環境影響評価。 4.生活汚水、工業廃水環境汚染管理施設の運営。
提携目的
环保药剂合作。
連絡先：寧承業

電話番号：13583336116

52．東営潤松農業科学技術有限会社
企業紹介
東営潤松農業科学技術有限会社は生態公益林場の建設、植える、栽培とレジャ
ー体験文化を一体にして、農産物と耐塩アルカリ苗木の研究開発、集成農業技
術をプラットフォームとし、現代農林生産と観光レジャーを結合した総合的会
社です。会社登録資本金 3000 万元、敷地面積 5000 余ムー、従業員 56 人有し
ております。潤松農業は「企業は大衆にサービスを提供し、社会に恩返しする」
を精神とし、
「人を本とし、誠信を基に、団結協力」を発展理念としています。
「山東省林業産業の先導企業」「東営市林業重点プロジェクト単位」「東営市
林業産業先導企業」などの栄誉称号を獲得し、東営市農業科学技術成果普及計
画「耐塩アルカリ柳柳の優良品種の模範と普及」プロジェクトを成功に申告し
ました。中国科学院植物研究所北方資源植物重点実験室と共同で「潤松博士ス
テーション」を設立し、塩アルカリ地園林緑化、湿地構築、生態農業及びバイ
オマスエネルギーなどにおけるススキの応用を探索しました。
提携目的
日本の現代農業の発展状況を理解し、産業協力プロジェクトを探します。
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連絡先：蓋培培

電話番号：0546－2521151

53．莱陽市昌栄食品有限会社
企業紹介
莱陽市昌栄食品有限会社は 2003 年に設立し、国内外に知られている梨郷莱陽
に位置し、敷地面積は約 20000 平方メートル余り、莱陽梨と莱陽梨クリームの
年間加工能力は 500000 トンです。莱陽梨膏と莱陽梨ペーストの加工技術規範
団体標準の主な起草部門であります。基地栽培、原料倉庫、科学技術研究開発、
生産加工、市場マーケティング、文化観光を一体とした専門型莱陽梨深加工標
準企業、農業産業化市級重点リード企業。同社代表取締役社長の宋昌栄氏は、
莱陽梨産業と文化商会の初代会長に選ばれました。会社は莱陽で唯一、東阿阿
膠と提携したペースト側企業です。会社は実力のある自主研究開発チーム、業
界一流の近代化流水生産ライン、精密な品質検査器具と完備した品質保障シス
テムを持ち、
「ゼロ欠陥」管理を実行しています。国家 SC 製品品質認証、HACCP
体系認証を相次いで通過しました。青島農業大学、西安交通大学、アモイ大学
などの高等学校と科学研究機関と「産学研」の深層協力関係を創立し、ずっと
莱陽梨の精度加工産業と文化を使命としてきました。低温フラッシュ蒸しの理
念を掲げた国内初のレ陽梨深加工企業でもあり、独創 VS 現代低温生産技術で
す。莱陽梨の天然栄養を最大限に残し、自然に回帰します。莱陽梨膏の新时代
を切り開きました。会社は「天然、グリン、栄養、健康」の経営理念を受け継
ぎ、
「昌栄果縁」ブランドの莱陽慈梨膏、莱陽梨羹、五潤シリーズの莱陽梨膏、
サンザシペースト、サンショウウオペースト、酸棗クリーム、阿膠生姜棗クリ
ームなどの食薬同源精品ペーストの生産に力を入れています。品質が独特で、
全国範囲で販売しています。莱陽梨羹はジルー名飲（有名な飲み物）、莱陽梨
膏はジルー名食と評価さました。
提携目的
販売研究開発協力、莱陽梨膏、莱陽梨羹、莱陽梨果ゼリー飲料、食薬同源ヤマ
ザシペースト、桑エキス、酸棗膏、姜棗膏などのペースト膏方、大健康製品の
食品企業の輸出販売と協力。
連絡先：石

偉

電話番号：15953528999

54．莱陽市福琪果物野菜有限会社
企業紹介
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莱陽市福琪果物野菜有限会社は 2005 年に設立され、果樹の栽培、販売を主と
する企業です。敷地面積は 9000 平方メートルで、近代化された冷凍庫 6000
トン、閉鎖式加工工場 2200 平方メートル、黄金梨模範基地 2000 ムーを有して
おります。2011 年に「福琪」グリーン食品ロゴを通過。2013 年に山東省出国
果物果樹園登録証明書を登録。2017 年に国際認証(GoodAgriculturePractice)
つまり良好な農業規範を通過しました。優福琪、梨姉、千迪、釈潔の商標を登
録しました。会社は「信用は企業を維持する命であり、品質は信用を保障する
根本」の理念を堅持し、源から良い品質を関ジャニします。ものはしっかりし
ているし、値段も適当です。製品は国内の広州、深セン、香港など、国外のタ
イ、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ドバイなどで販売されていま
す。会社は誠意を持って各お得意先と長期のパートナーシップを保持し、顧客
の需要に応じて良質な果物を提供し、優勢互いに補完、相互信頼、互恵、共創
ウィンウィンを堅持します。
提携目的
新しい技術、新しい設備
連絡先：李福玲

電話番号：13573538702

55. 煙台裕潤酒業有限会社
企業紹介
煙台裕潤酒業は主に果物蒸留酒(ブドウ蒸留酒、レ陽梨蒸留酒など)、ブランデ
ー、ワインを生産しています。
提携目的
販売及びドッキング、果物蒸留酒、ブランデー、ワインなどの製品を日本に輸
出します。
連絡先：趙煥志

電話番号：13808912709

56．国峰食品(潍坊)有限会社
企業紹介
国峰食品有限会社は 2001 年 10 月に設立され、登録資本金は 450 万ドル、山東
省青州市譚坊鎮譚北村に位置します。敷地面積は 47000 平方メートル、法人代
表(代表取締役社長)王九隆、社長趙建国。業務内容は冷凍野菜、保存野菜の貯
蔵、製造、輸出です。生産している商品は冷凍ほうれん草、小松菜、青梗菜、
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大根葉、大根、里芋、ごぼう、にんじん、ごぼうにんじん混合菜、ジャガイモ、
青刀豆、枝豆、オクラ、アオサ、白花菜、ネギ、玉ねぎなどです。
提携目的
食品、冷凍青果食品
連絡先：蔡歓歓

電話番号：13869609391

57．臨朐広華肉食品有限会社
企業紹介
臨朐広華肉食品有限会社は広東省広華経貿易有限会社に所属する独立法人企
業で、省政府が許可した生豚の定点屠殺高付加価値加工企業であり、山東省農
業産業化の重点リード企業であります。既存固定資産 1.7 億元、会社従業員
450 人、年間売上収入数億元、敷地面積 62000 平方メートルあります。
提携目的
会社の製品を紹介し、海外市場を広げます。
連絡先：李

娜

電話番号：0536－3211234

58．潍坊金田農業科技有限会社
企業紹介
会社は 2019 年 11 月に設立され、農業技術の研究開発、技術コンサルティング、
漢方薬材の栽培及び初加工、農業観光サービス、産業園区の投資建設運営及び
康養食品、補助医療などの大健康関連産業の管理運営に力を入れている近代化
農業科学技術会社です。
提携目的
日本の現代農業栽培技術、育種育苗技術、漢方医薬の日本における標準化、近
代化発展技術、及び日本の近代化大健康産業について考察します。
連絡先：王

鵬

電話番号：18660608600

59．潍坊盛安食品有限会社
企業紹介
潍坊盛安食品有限会社は果物加工輸出の企業です。強大な実力、厳格な管理、
行き届いたサービスで世界のお客様の手元に安全で健康な食品を届け、国際貿
易の中で良いイメージを樹立しました。主に果物の缶詰、ゼリー、果物カップ
76 / 88

77 / 88

など八大シリーズにわたる二百以上の品種を生産しています。製品は日本、ア
メリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、ロシア、東南アジア、中東などの国家
と地域で販売し、優良な品質で国際上で評価されています。会社は ISO 9001：
2000 品質体系認証、食品安全制御システム HACCP 認証、BRC 認証とユダヤ認証
を獲得しました。各界の友人と協力し、共同で発展を図ることを希望していま
す。
提携目的
日本のゼリーメーカー、大手チェーンスーパー、大手商社、特に中国から缶詰
やゼリーなどを輸入する仕入れ業者。
連絡先：閻暁輝

電話番号：13906368735

メール：xiaohui@ygfood.com

ホームページ：www.ygfood.com
60．山東豊彩健康産業有限会社
企業紹介
会社は事業が始まった 1987 年以来、すでに 30 年の蜂製品の加工の歴史を持っ
ており、お客様により良いサービスを提供するため、2013 年に GMP 標準で工
場を新築し、2016 年に竣工して、蜂蜜、ロイヤルゼリー、蜂花粉と蜂製品の 4
つのユニットの生産許可を得ました。そして 2018 年に輸出食品生産企業の届
出を獲得し、潍坊市農業産業化市級の先導企業と評価されました。会社ははち
みつ注入ライン、ロイヤルゼリーとロイヤルゼリー凍結乾燥粉生産ライン、蜂
花粉生産ラインとプロポリス生産ラインを持っており、蜂蜜、ロイヤルゼリー、
ロイヤルゼリー凍結乾燥粉、花粉、破壁花粉、プロポリスなどの原料を提供す
ることができ、そしてお客様に全面的な OEM と ODM サービスを提供することが
できます。
提携目的
ロイヤルゼリー製品を重点的に PR し、日本代理店を探します。
連絡先：張平

電話番号：13165265111

メール：59955028@qq.com

61．濰坊浜海旅行グループ有限会社
企業紹介
2013 年 6 月 7 日に濰坊浜海旅行発展有限会社が設立され、後に濰坊浜海旅行
グループ有限会社に発展しました。当社は浜海区初の国有グループ企業であり、
現代企業制度に従って設立、運営発展してきました。現在、グループの登録資
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本金は 7 億元、総資産 920 億元、主体信用格付けは AA です。当社は海洋資源
の総合開発を主な線とし、「生態、生活、活力」統合の原則に基づき、「川、
湖、海、島」の一体化発展計画をめぐり、海浜、海域、島の 3 つの空間を一つ
の線に統合し、ハイレベルの親水海岸線の風物詩を形成しました。レジャー休
暇、水上運動、ヨット観光、レジャー釣り、海鮮グルメ、ビジネス会議、観光
不動産、古塩業遺跡などのシリーズ旅行製品の高付加価値開発を通じて、実体
経済を支えとし、ハイレベル人材チームを頼りに、現代企業管理システムをガ
イドとした新しい経済モデルを確立し、ブルー海洋産業チェーンの更なる発展、
海洋文化産業の機能集積を加速させました。地域の経済発展を後押しし、産業
の転換を促進し、全省、ひいては全国で高い知名度を持つ大手観光企業グルー
プになることを目指しています。今回の主力推薦プロジェクトは、2 万ムーの
ハマウツボ育成基地プロジェクト、主にてい柳(ルテイ 1 号)、梭梭、白刺及び
山林経済植物のハマウツボ、鎖陽、白刺果などの薬食両用植物の栽培です。ハ
マウツボは絶滅危惧品種で、極めて高い薬用価値を持っており、中国伝統の貴
重な漢方薬材です。土壌、水分に対する要求が低く、現地の生態環境を改善す
ること、また増収プロジェクトとすることができ、比較的に将来性のある産業
です。
提携目的
2 万ムー（約 13.34 平方キロメートル）のハマウツボ育成基地プロジェクトの
開発協力、資金面のサポート
連絡先：呉明遠

電話番号：18863679799

wfbhlyjtyxgs@wf.shandong.cn

メール：

ホームページ：www.wfbhly.com

62．青州山福食品有限会社
企業紹介
青州山福食品有限会社は青州経済開発区に位置し、面積は 60000 平方メートル
で、2000 年に設立され、主に干しひしゃく、柿干し、干し芋などの農業副産
物の加工輸出業務に従事しています。製品は主に日本、韓国に輸出しています。
提携目的
干し柄杓の高付加価値加工
連絡先：劉建宏 電話番号：13721983588
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63．山東貝隆杜仲生物工程有限会社
企業紹介
山東貝隆杜仲生物工程有限会社は 2012 年 3 月に設立され、山東貝隆ホールデ
ィングス有限会社に所属し、風景の美しい古城青州に位置しています。主に杜
仲良種の育成、杜仲栽培養殖、杜仲機能性食品開発と加工、杜仲膠の抽出と応
用に従事しています。会社登録資本金 1000 万元、固定資産 9000 万元、現在
3000 数平方の研究開発センター、4000 余り平方の杜仲食品生産装置と杜仲膠
抽出パイロット装置、3 万ムーの杜仲栽培模範基地と 2 つの杜仲特色養殖基地
を有しています。食用植物油、固体飲料、代用茶類などの食品生産許可証を持
ち、ISO 9000/ISO 22000 品質と食品安全管理体系認証審査を通過しました。
会社は「国家林業重点先導企業」、
「山東省杜仲総合利用工程研究センター」、
「ハイテク企業」、
「国家林業局杜仲工程技術研究センター山東分センター」、
「中国林業科学研究院杜仲総合研究模範基地」、「第 3 回中国林業産業突出貢
献賞」、「山東省林業産業先導企業」などの名誉称号を獲得しました。
提携目的
杜仲種子油、杜仲抽出物の原料供給。
杜仲機能性食品供給(日本市場普及販売)。
連絡先：王月月

電話番号：18678093519

64．山東隆貝生物科学技術有限会社
企業紹介
山東隆貝生物科学技術有限会社は 2006 年に発足し、国家 5 A 級の観光都市で
ある山東省青州市に位置します。当社の事業範囲：コラーゲンシリーズ製品、
主要生物科学技術領域内の技術研究開発、技術コンサルティング、技術サービ
ス、食品用コラーゲン、蛋白粉、ペプチド及びアミノ酸の研究開発・生産及び
販売、固体飲料、インスタント食品、保健食品の研究開発・生産販売、化粧品、
保健用品、日用品販売、貨物輸出入。
提携目的
食品用コラーゲン、蛋白粉、ペプチドおよびアミノ酸の誘致活動。パートナー
を探し、投資を誘致します。
連絡先：陳偉傑

電話番号：18663630158 メール：qzswjwzk@163.com

ームページ：www.sdlongbei.com
79 / 88

ホ

80 / 88

65．山東得益乳業有限会社
企業紹介
当社は生態化農業栽培、規模化乳牛養殖、スマート化乳製品加工、現代化低温
物流、デジタル化マーケティングサービスなどを一体にした持続可能・グリー
ン・生態・スマート産業チェーン融合発展の農業産業化国家重点先導企業で、
山東省最大の乳製品企業です。

当社は 10.88 億元を投資して、一次二次三

次産業融合生態循環乳業基地プロジェクトの建設に振り向け、現代化規模養殖、
現代ブランド農業、農牧文化観光、飼料加工の四つの核心プレート、「種―養
―加」の一体化した農業産業融合、農業生産の全過程・すべてのチェーンの持
続可能な発展を含む現代大農業解決方案を構築していきます。1000 余りの就
職口を提供すること、周辺の 12000 人余りの農家に富をもたらすことができ、
現地農村経済の発展を大きく促進することになります。
提携目的
1、マザー牧場、成田ゆめ牧場、MOKUMOKU 牧場、愛知牧場などのような観光ス
タイルの牧場の企画設計。観光牧場がその濃厚な文化の雰囲気をもって、何世
代の人々の成長に伴ってきました。観光牧場全体のアセットライト投入、サー
ビスの人間化や細部管理、経営・料金徴収モデルなど。
2、日本の現代の効率的な農業。
3、日本の工業化旅観光。
4、日本の乳製品消費の動向。
連絡先：李凱 農牧観光総経理
bangongshi@deyi.com.cn

電話番号：13581006532

メール：

ホームページ：http://www.deyi.com.cn/

66．山東博華高効生態農業科学技術有限会社
企業紹介
山東博華高効生態農業科学技術有限会社は 2012 年 3 月に発足し、山東省博興
県に位置します。事業範囲は野菜、食糧、苗木、花卉園芸、畜産、水産、食用
菌、農業副産物加工、飼料、生物肥料、工事施工、レジャー農業、農家育成、
農業社会化サービスなどにわたります。当社は庭園花卉、健康食材、文化観光
の 3 大プレートの協同発展を通じて、次第に農業生産サービス、食事方案サー
ビス、居住環境サービス、レジャー休暇サービスを一体とした総合的な社会化
サービスプラットフォームを形成しました。当社は産業興農を堅持し、農家に
利益をもたらすことを会社の任務とし、土地利用効率の最大化、土地流通家庭
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の収入を増加することを使命とし、国内一流の両化融合（工業化と情報化の融
合）標準企業を目指しています。独自の教育システムをもって、各ルートの育
成資源を統合し、農家の職業技能育成を行い、就業起業プラットフォームを提
供し、現地農家の収入を増加します。「政府+金融+企業」「政府+協同組合+
企業」「政府+教育+企業」「政府+プロジェクト+企業」などのモデルを通じて
産業の貧困撲滅事業を展開しています。
提携目的
1、農業副産物の日本での市場展開と輸出(例えば、食用菌棒、花卉組織培養苗、
野菜など。)
2、品種及び生産技術の導入(例えば、コチョウラン品種、果物・野菜品種及び
栽培技術、酵素生産技術、納豆生産技術、多糖類製品の開発及び加工など。)
3、日本の生態農業の見学
連絡先：張莉薇

電話番号：17754337981

67．煙台海和食品有限会社
企業紹介
煙台海和食品有限会社は 1992 年に設立し、海洋食品の科学技術研究開発、生
産、販売と輸出入を一体化したグループ化企業です。会社は 3 つの生産拠点を
持ち、総敷地面積は 10.8 万平方メートル、順岸漁港埠頭 250 メートル、冷凍
能力 15000 トン、10 個の国際標準化加工工場を持ち、総面積は 21000 平方メ
ートル、年間加工能力は 3 万余トンであす。30 年輸出経験のある水産加工企
業として、当社は水産物の高付加価値加工領域において、技術優勢が明らかで
す。また当社の製品カバー範囲は比較的に広く、主要な製品シリーズは魚類の
全無骨開片、全無骨切断段、塩漬け、風乾、有粉、バーベキューシリーズと水
産物調理食品シリーズを含みます。製品は日·韓·欧·米などの地域で販売し、
年間外貨獲得高はは 6000 万ドルを上回ります。外国企業からの高い信頼と賞
賛を得ており、特に日本市場では世界 500 強企業の日本豊田通商(株)、日本冷
凍食品第一ブランドの日冷食品(株)、日本医療食品第一ブランドの日清医療
(株)などと安定した戦略的パートナーシップを築いてきました。2020 年には、
新たに建設される臥竜新工場が投入され、加工能力が大幅に向上し、新建屋の
建設は日本加工に対する規範基準に完全に適合します。日本企業の誘致、製品
の日本市場での占有率をさらに高め、わが省の産業発展を後押しすることを期
待しています。
提携目的
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海洋経済、水産品の精深加工、水産調理食品市場の拡大により、製品の日本市
場におけるシェアをさらに高めます。
連絡先：王大軍

電話番号：13906383706

68．煙台元真堂農業科学技術有限会社
企業紹介
煙台元真堂農業科学技術有限会社は主に果樹及び農産物の育苗と栽培、収穫、
包装に従事し、自有メディアを利用して広告を発表し、梨、梨クリーム及び梨
製品、お茶、桃、リンゴなどの農産物の販売及び輸出入業務を行っています。
提携目的
販売及びドッキング。梨、梨ペーストなどの製品輸出販売協力。
連絡先：范明蕊

電話番号：13708911158

69．煙台楓林食品株式会社
企業紹介
煙台楓林食品株式会社は 1992 年 7 月に設立され、登録資本金 2000 万元。会社
の主力業務は落花生原料及び落花生、ナッツ製品、リンゴの加工販売で、年間
生産能力は 2 万トンであります。会社の製品は主にハイエンドピーナッツ製品
で、80%以上が日本、東南アジアに輸出しています。
提携目的
現代農業
連絡先：于豪諒 電話番号：18605457889
六、文化と観光
1．山東省文化と観光庁
企業紹介
山東省文化と観光庁は山東省政府の正庁級構成部門であり、山東省文物局の看
板を加え掛けています。主な職責は以下であります。文化と観光方面の法律法
規、方針政策の実行、山東省文化、観光政策措置を制定の研究。山東省文化事
業、文化産業、観光業、文物保護事業の発展を統括的に計画、監督します。山
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東省級重要な文化と観光活動を管理します。全省文芸事業を指導、管理し、芸
術の創作生産を指導します。優れた伝統文化関連の仕事を引き受け、「好客山
東（客に親切な山東省）」の全体イメージと観光ブランド体系の建設を推進し
ます。全省の文化と旅行の対外および香港マカオ台の交流を指導、管理します。
山東省の文物の管理と指導、審査、申告、管理省級以上の重点文化財保護部門
などを担当します。
提携目的
1.双方の文化観光組織交流を強化します。日本側の観光協会(観光労働組合、
観光公社)と良好な交流協力メカニズムを構築したいです。日本観光協会(観光
労働組合、観光公社)が観光ショッピングの発展において主導的役割を発揮し
ています。特に政府と設計、研究開発、運営と市場の普及発展を協調し、業界
中の経営に対して自律と規範を行います。各種の祭りを生かして定期的にイノ
ベーション市場、祭りと国内外の展示交流活動を展開し、製品の市場化などを
促進します；
2. 観光商品の設計開発企業と日本側の協力を強化します。日本の製品はデザ
インレベルが高く、文化的なアイデアが鮮明で、デザインがヒューマにぜーシ
ョンで、より市場のニーズに適応しています。日本製品は地域の宣伝に注目し、
多くの観光商品が季節限定や場所限定を行い、旅行商品を購入することがショ
ッピングの動機となっています；
3. 双方の飲食業の協力を強化し、魯菜文化を普及させます。日本側はわが省
の多星級ホテル、特に沿海都市ホテルに資金投入し、先進設備と近代化管理を
導入することを希望します。中国側は技術支援を提供し、特に魯菜大家の料理
技術の伝授、山東省観光ホテル協会は料理人の育成などの事項を提供すること
ができます。市場協力を通じて、双方の旅行飲食店業の人材交流、ハイレベル
人材交流授業、魯菜館を設立などの活動を展開し、日本の強大な市場プラット
フォームを利用してもっと良い協力を行い、ツイート旅行産業の融合発展に助
力します。
連絡先：劉婷婷 電話番号：15053126587 メール：15053126587@163.com ホー
ムページ：http://whhly.shandong.gov.cn/
2．済南明府城文旅投資ホールディングス国際ファッションクリエイティブセ
ンタープロジェクト
提携目的
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国際ファッションアイデアセンタープロジェクトを共同で展開する。本プロジ
ェクトは日本のデザイン人材、ファッション企業とブランドを導入することを
通じて、ファッション文化交流協力プラットフォームを構築し、展覧会、発表
会、ファッションイベントなどを開催し、中日のファッション文化分野の協力
を促進する。
連絡先：王立

電話番号：13305412657

3．臨沂佳画電子商取引有限会社
企業紹介
佳画文創は 2013 年に発足し、山東省の新旧エネルギー転換の優選プロジェク
トで、臨沂市の新旧エネルギー転換重点プロジェクトでもあり、伝統的な書画
をキャリヤーとし、オリジナル類の文化・イノベーション製品を核心とするイ
ンターネット文化・イノベーション企業で、4 年連続で同業界で 1 位をキープ
しました。佳画文創は 6 年の発展を経て、次第に「文化・イノベーション+イ
ンターネット」の生態モデルを形成し、ビッグデータ分析の駆動により、六位
一体発展モデルを形成し、その中で最も特色のある発展モードは ODM 共創式文
創設計、C 2 M 個性化カスタマイズ、デジタル化品質造、数学化運営などです。
現在、企業は 300 人余りの従業員を有しており、その中に大学と大学以上の学
歴を持つ人員は 35%を超え、会社は文化・イノベーション設計の研究開発を重
視し、現在デザイナーチーム 30 人余りを有し、契約クラウドソーシングデザ
イナーは 200 人を超えました。
提携目的
日本文化イノベーション業界、協会、会社、デザイナーなどの各種文化資源の
ドッキング、商談、協力。日本文化イノベーション市場の運営経験を十分にく
み取り、自身の実際と結合し、影響力の持つ IP ブランドを構築します。戦略
協力協定に署名した後、関連する具体的なプロジェクト協力のドッキングと相
談を展開することができます。
連絡先：劉偉 電話番号：18669300360
4．山東海外国際旅行社
企業紹介
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山東海外国際旅行社有限会社は長年観光業に従事している優秀な従業員を有
し、山東省旅行社協会常務理事機構である。
提携目的
日本の文化や観光界との交流協力を強化し、青島により多くの日本人観光客を
引き寄せる。
連絡先：王偉

電話番号：13953205750

5．中国国旅(青島)国際旅行社
企業紹介
同社は青島地区において比較的早く発足し、規模が最大、業務広範が一番広範
な国際旅行会社である。国旅運通ビジネス旅行サービスネットワーク(CTN)青
島地区の唯一のネットメンバーで、国際航空運輸協会の会員機構である。中国
公民の自費出国旅行業務資格を獲得した第 1 陣の企業で、2001 年 7 月に ISO
9001：2000 国際品質管理システム認証を通過した。
提携目的
日本の文化や観光界との交流協力を強化し、青島により多くの日本人観光客を
引き寄せる。
連絡先：朱少康

電話番号：13953205916

6．青島ビール博物館
企業紹介
展示面積が 6000 余り平方メートルに達し、青島ビール 100 年前の古い工場内
に設立された同博物館は、青島ビールの 100 年の沿革と工芸プロセスを主軸に、
中国のビール工業と青島ビールの発展史そのものを展示している。
提携目的
日本の文化や観光界との交流協力を強化し、青島により多くの日本人観光客を
引き寄せる。
連絡先：董方

電話番号：18663999101

7．青島教育国際旅行社
企業紹介
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1996 年に設立され、香港、マカオ、台湾、ロシア、日本、韓国、シンガポー
ル、マレーシア、タイなど多国の海外旅行の特色あるコースがあり、長年にわ
たって学術考察と学生のキャンプ活動を企画してきた。
提携目的
日本の文化や観光界との交流協力を強化し、青島により多くの日本人観光客を
引き寄せる。
連絡先：傅

剛

電話番号：13583202323

8．青島青年国際旅行社
企業紹介
1999 年 4 月 30 日に設立され、主にインバウンドツーリズム、国内旅行業務、
会議接待、鉄道、船のチケットや航空券の購入代行などのサービスに携わって
いる。
提携目的
日本の文化や観光界との交流協力を強化し、青島により多くの日本人観光客を
引き寄せる。
連絡先：さい亮

電話番号：18653201189

9.淄博海聯アニメーション有限会社
企業紹介
海聯アニメーションは 2007 年に発足し、海聯アニメーション会社、海聯文創
園、海聯電子会社、海聯教育発展会社、海聯映像会社から構成されています。
現在会社は国家のソフトパワーを向上させ、文化産業を発展させるチャンスを
掴み、人を本とする原則のもとで、積極的にアニメ産業チェーンの構築を行い、
自主開発と国内外の共同開発を結合し、革新チームの建設を加速しています。
新しいチャンスと挑戦の前に、海聯アニメは引き続き「誠実、団結、努力、革
新」の理念を堅持し、永遠に競争の最前線を立ち、総合競争力のある一流企業
を建設するために努力して参ります。
提携目的
アニメ産業の技術人材を求めます。会社の主要な文化イノベーション要素に基
づいて、対応するアニメプロジェクトを企画し、制作します。
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連絡先：孫燕 副社長 電話番号：13176562695 メール：
hailiandongman@126.com

七、その他の分野
1．山東-日本中小企業産学連携センタープロジェクト
提携目的
プラットフォームの構築、産学研連携、シンクタンクの建設協力を展開し、同
時に在日 OL の役割を発揮させ、日本の先端技術に注目し、全面的なサービス
を提供する。
連絡先：孫建徳

連絡先：15153179827

2．山東-日本大学人文・社会科学分野ハイエンド学術交流センター
提携目的
プラットフォームの構築、産学研連携、シンクタンクの建設する。
連絡先：孫建徳

電話番号：15153179827

3．青島翔通報関行有限責任会社
企業紹介
翔通グループは 1992 年に設立され、国家民航局が指定した航空一級貨物輸送
代理商である。今は税関部門青島関区の関税量第一の会社である。同社は「全
国通関企業信用 100 社」に評価され、『代理通関サービス規範』(GB/T 37518
―2019)の国家標準を主導して制定し、国家標準化管理委員会の許可を経て、
2020 年 1 月 1 日から正式に実施された。この基準は「青島標準」を「国家標
準」に昇格させ、通関代行サービスの国家標準空白を埋めた。
提携目的
青島翔通報関行有限責任会社と MTY 国際株式会社は日本、中国における航空・
海運の輸出貨物の通関、宅配業などの分野で戦略的協議に署名し、国内外の物
流ネットワークを構築する。また、他の日本の輸出入国際貿易企業との協力を
求める。
連絡先：夏子鈺

メール：hattiehuang@kwise-log.com 電話番号：

+810837819289、13805424156
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4．開瑞国際物流(山東)株式会社
企業紹介
同社は 2003 年に設立され、新三板看板会社であり、青島に本社を置き、北京、
上海、広州、天津、寧波、太倉、韓国、アメリカ、香港などに子会社を設置し、
従業員 150 人余りを有している。同社の主力事業は世界の物流供給チェーン管
理サービスで、具体的には国際貨物輸送代理サービス、越境電子商取引供給チ
ェーン管理サービス、航空会社の運営と代行サービスを含む。同社は山東省の
ブランド企業であり、そして商務省の 1 級フォワーダー企業として、NVOCC 無
船運送業務経営資格登録証、中国物流と購買連合が発行した「AAA 物流企業」
証書、青島市フォワーダー20 社、国際船舶代理資格、航空運送販売代理業務
の資質認可証書、ISO 9001：2015 品質管理システム認証などの資格を取得し
た。また、同社は中国フォワーダー物流企業革新賞、青島市市南区産業発展リ
ード賞、青島市ブランド、山東省ブランド、中国貨物運送業大賞-金輪賞、総
合サービスベストテン非船舶運航業者、信用企業などの名誉を得た。
提携目的
日本の物流企業と協力する。
連絡先：黄春玲

メール：xiangmubu@qianyun-tech.com

電話番号：

13706429143
5．青軟実訓
企業紹介
青軟実訓は 2006 年に創立され、ソフトウェアの研究開発、教育研究と企業の
人的資源サービスを一体とした専門会社であり、高等教育+就業前教育+生涯教
育の全産業チェーンをカバーする教育生態システムを構築し、ICT と新興産業
に向けて、産教連携の人材育成、高等教育改革及び企業人的資源サービスに従
事するリーダー企業である。
提携目的
日本企業の人的資源サービスとの連携およびプロジェクト協力。
連絡先：劉会ひん

メール：liuhb@itshixun.com 電話番号：18560669541
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