一、金融
金融・投資
一、
1. 上海●●●●投资经营发展有限公司
不動産開発に投資するプロ集団。現在機械・電子製品技術などに積極投資を行っている。今後、日本
企業と業務連携を行いたいと考えている。
2. 上海●●●●投资有限公司
資本金 5,000 万元、工業、農業、教育分野の投資が得意。日本の農業・教育の関連会社と業務提携を
し、今後中国の農業・教育産業に本格的に業務展開したい。
3. 上海●●●●集团有限公司
投資・製造グループ企業、自動車部品製造、不動産開発などに対する投資事業。
日本の自動車部品の製造会社と業務連携をしたい。
4. 上海●●●●投资(集团)有限公司
工業・教育･不動産分野に投資 大手企業。
日本企業（特に中小製造企業）に積極的に資金投資を行いたい。
5. 上海●●●●(集团)有限公司
運営資金数十億元、主に鉱山、医療分野に投資。
日本高度な医療技術に関心を持つ。医療関連の日本企業に積極的に投資したい。
6. 上海●●●●(集团)有限公司
上場企業レジャー産業、映画などの制作に投資。1992 年創業、今まで中国の大手企業中国国内外の
株式上場代理業務が行ってきたが、2000 年上海の大手映画製作会社を完全買収し、映画・ドラマ制
作に参入。2001 年レジャー産業・外食産業に参入、2010 年末に上海で五つ星ホテルをオープンした。
7. ●●●●投资顾问公司
企業間Ｍ＆Ａなど業務を取引するプロ集団業界大手。日中企業のＭ＆Ａなどの業務を展開したい。
8. ●●●●投资控股有限公司
中堅企業。近年、主に証券、保険などの金融商品に投資している、現在銅鉱、油田などに積極的に投
資を行っている。今回日本の不動産投資市場に考察するために来日する予定。
9. 上海●●●●投资服务有限公司
中国国有大手投資会社、日本企業に資金投資、中国市場開拓のコンサル業務を展開したい。

二、不動産関連企業
二、不動産関連企業
1. 上海●●●●(集团)有限公司
不動産開発会社、総資産 16 億元、大手企業。日本人建築デザイナー、設計事務所などと業務連携し
たい。また、日本国内の不動投資にも非常に興味がある。
2. 上海●●●●开发有限公司
不動産開発会社、日本国内の不動産投資市場に考察したい。
3. 上海●●●●发展有限公司
不動産開発業者 1994 年設立 上海市優良企業。
日本国内の不動産投資市場（特に繁華街の店舗など）に興味がある。
4. 上海●●●●(集团)有限公司
グループ企業 不動産開発大手。
日本国内の不動産投資市場（特に都内一等地）に非常に関心がある。
5. 上海●●●●投资有限公司
不動産投資のコンサル業務、不動産開発に投資などの専門会社。
日本の不動産投資市場に考察するために、来日する予定。
6. 上海●●●●開発経営有限公司
不動産会社 不動産開発、ホテルの運営など。日本の不動産投資市場に大変関心がある。

三、薬品
薬品・医療・化学関連企業
三、
1. 上海●●●●高科技(集团)有限公司
グループ企業 医薬品の研究・開発・製造・販売大手。日本企業と医薬品開発・製造・販売分野で業
務連携をしたい。日本国内の医薬品市場を考察し、今後日本国内の販売ルートにも開拓したい
2. 浙江●●●●业股份有限公司
製薬会社 薬剤の開発・生産・販売 米国ＦＤＡ認定。
日本の医薬関連企業と連携し、日中両国の市場を開拓したい。
3. 浙江●●●●化工有限公司
製薬会社 抗生物質などの開発･製造・販売
日本の医薬市場に参入したい。そのために、日本でのパートナー探し。
4. 台州●●●●鑫丰化工有限公司
医薬品、化学製品の開発、製造、輸出。日本からの受注を期待し、日本国内でのパートナー探したい。
5. 浙江万盛化工有限公司
化学製品の開発・製造・輸出。日本企業とさまざまな方面で交流・連携したい。
6. 浙江●●●●业有限公司
製薬会社、ビタミン、抗生物質などの開発・生産。日本企業と連携して、薬品開発して、日本市場に
も参入したい。
7. 浙江●●●●药业有限公司
製薬会社 薬剤原料の開発・製造・輸出。日本の製薬企業と業務連携して、新規薬品を開発・販売し
たい。

四、貿易
貿易・物流企業
四、
1. 上海●●●●业有限公司
国際貿易業務の代行会社 上海市優良企業。
日中間国際貿易の代理業務を行う。今後日本企業のお客さんを獲得したい。
2. 上海●●●●物流有限公司
物流会社 1998 年創業 社員数 500 人。中国市場に進出している日系企業に最善なサービスを提供。
3. 上海●●●●贸易有限公司
貿易会社 金属、環境設備などの輸出入企業。日本の環境技術・設備など中国市場に販売したい。
4. 上海●●●●貿易発展有限公司
貿易会社 自動車タイヤ・農業用器具など輸入業。日本製の農業機械を中国市場に紹介したい。
5. 台州●●●●出口有限公司
貿易会社 生活雑貨の輸出入業務を代理する。今後、日本企業から業務依頼を期待している。
6. 浙江省●●●●出口公司
貿易会社 輸出入業の大手、国営会社。
今後日本と業務を拡大したい。特に機械類、電子部品などの輸入業務を増やしたい。
7. 温岭市●●●●出口有限公司
貿易会社 国際貿易業務代理 中堅企業、日本企業からの業務委託を期待している。
8. 台州市●●●●国际际际有限公司
貿易会社 機械、部品などの輸出入業務。日本製の建築用関連機械を中国に輸出させたい。
9. 台州市●●●●际易有限公司
貿易会社 家電部品などの輸出入業務代理。日本から電子部品など輸入業務を拡大したい。

五、アパレル
アパレル・布製品などの
五、
布製品などの関連企業
などの関連企業
1. 上海●●●●服装有限公司
アパレル製造・加工会社 年間製造能力 1,000 万着以上。日本企業と業務連携したい。今後、日本市
場での販路を拡大したい。
2. 上海●●●●服装有限公司
アパレル製造・加工会社 年間製造能力は 1,250 万着以上。
日本企業と連携し、日中アパレル市場を開拓したい。
3. 上海●●●●实业有限公司
羽毛布団、羽毛製品の加工・製造会社。日本の羽毛清浄、製造技術を導入したい。また、日本国内販
売に向けて、長期なパートナー企業を探しに来日予定。
4. 上海●●●●服装有限公司
アパレル加工・製造する会社。日本からの受注をしたい。
5. 上海●●●●材料发展有限公司
アパレル用材料の開発・生産・販売
日本企業と連携して、日中両国のアパレル市場を開拓したい。
6. 台州●●●●业有限公司
靴の加工・生産・輸出。今後、日本市場向けの製品を開発・製造したい。
7. 台州●●●●业有限公司
靴の加工・生産・輸出
自社製品を日本国内市場で販売したい。
8. 浙江●●●●轻轻有限公司
アパレル会社 アパレル製品の生産・加工・輸出
日本のアパレル関連企業と連携して、日中市場での販路を拡大したい。
9. 浙江●●●●织印染有限公司
製造会社布製品、材料の生産・販売・輸出 業界大手
日本企業と業務連携して、
日中市場の販売を拡大したい。
合弁企業の立ち上げにも関心を持っている。
10. 浙江省●●●●毛轻厂（有限公司）
ウール製品用材料の製造・輸出。日本のウール製造技術を導入して、製造工程を改良したい。
11. 浙江●●●●业发展股份有限公司
アパレル関連材料などの製造、上場企業。日本企業と業務連携して、生産能力をアップしたい。
12. 台州●●●●际易有限公司
製造会社 織物、アパレルなどの製造。日本の製造技術・管理方法などを導入して、生産ラインを改
良したい。

六、自動車
六、自動車・バイク
自動車・バイク製造関連企業
・バイク製造関連企業
1. 上海●●●●合材料有限公司
自動車用ガラス繊維の開発・製造する大手会社
日本市場を開拓したい。また、日本企業と連携して、販路を拡大したい。
2. ●●●●（上海）模具有限公司
製造会社 自動車部品用金型の製造。日本最新な金型設計・製造技術を導入したい。
3. 上海●●●●汽车有限公司
自動車製造 業界大手 上場企業。中国自動車業界の最大手企業 今回日本市場を視察するために
来日、日本の自動車関連企業と積極的に意見交換などをしたい。
4. 上海●●●●工程有限公司
自動車部品の金型、車輪用部品の製造など。日本の中小製造企業と業務連携して、新商品を開発した
い。
5. 台州●●●●塑模科技有限公司

6.

7.

8.

9.

製造会社 金型の設計・開発・製造。日本の自動車関連製品の金型製造企業と業務連携したい。
浙江台州市●●●●動力有限公司
小型バイク、バイク用モーターの開発・製造会社。
日本の中小製造企業と連携して、新製品の開発に力が入れたい。
台州●●●●金属有限公司
製造会社 電動ドア・ガレージ用ドア、金属フェンスの製造
日本製造技術を導入して、自社製品を改良したい。
浙江●●●●汽车有限公司
自動車製造会社 大型ＳＵＶの製造 業界大手
日本の車部品製造企業と業務連携したい。今後、日本製のＳＵＶ部品の導入を検討中。
浙江●●●●股份有限公司
大型バスエンジンなどの部品の製造上場企業。日本の自動車関連企業と技術交流・連携したい。

七、照明器具
照明器具・調理器具・家庭用品関連企業
七、
家庭用品関連企業
1. 上海●●●●厨房用具有限公司
キッチン用品、調理用具、年間売上 1 億ドル以上。
日本の設計・生産管理などを積極的に導入したい。今後、自家製品を日本市場にも販売したい。
2. 浙江台州●●●●电器有限公司
製造会社 大手グループ企業の子会社 圧力鍋、キッチン用家庭製品の製造。
日本企業と業務連携して、日本市場に進出したい。
3. 浙江台州市●●●●飾有限公司
照明器具の製造・輸出企業。日本企業と連携して、販売路線を開拓したい。
4. 浙江●●●●业有限公司
製造会社 室外用デープル、イスなどの製造。自社製品を日本国内で販売したい。
5. 上海●●●●家具有限公司
製造会社 高級家具の製造・輸出。日本企業と技術連携したい。日本市場開拓したい。
6. 临海市●●●●家轻有限公司
製造会社 絨毯の製造・輸出。日本の最新な絨毯製造技術を導入したい。
7. 浙江●●●●工艺品有限公司
製造会社 カーテンなどの生産・輸出
日本国内で業務連携先を探し、日本市場での販売路線が拡大したい。
8. 仙居●●●●工艺有限公司
製造会社 家具、タンスなどの製造
日本家具市場に進出したい、また日本市場のニーズを合わせて、新商品開発したい。

八、ＩＴ
ＩＴ・環境関連企業
八、
1. 上海●●●●高科技(集团)有限公司
ＩＴグループ企業、年間売上 20 億元以上、業界大手。
ＩＢＭ、NORTEL などの中国地区販売総代理企業である。年間売上 20 億元（約 260 億円）
日本企業と業務提携したい。日中両国のＩＴ市場を開拓したい。
2. 上海●●●●科技(集团)股份有限公司
ＩＴ関連機械の開発・製造・販売大手企業。
1994 年 20 万元（約 260 万円）で創業、1997 年ＬＥＤモニターなどパソコン関連部品を開発し、年
間売上 4,000 万元（約 5 億 2 千万円）
、1999 年グループ化し、資本金 1 億元（約 13 億円）
、現在ＩＴ
業界以外に、総合病院、電力設備、インフラ関連設備の製造分野などにも資本参入している。日本企
業に資金提供、技術連携したい。

3. 上海●●●●发展有限公司
特殊繊維、材料の開発・生産会社 50 以上の特許を持つ
日本企業と製品の開発・製造・販売などで業務連携したい。
4. 上海●●●●制造有限公司
断熱材の開発・生産する会社。日本の技術を導入したい、今後の生産規模拡大したい。
5. 上海●●●●产业股份有限公司
ＩＴ会社 ソフトウェアの開発、1993 年 7 月わずか 20 万元（約 260 万円）社員 3 名で創業、10 数年
間で現在の「上海市民営企業ベスト 500」に選ばれるまで成長した。日本のＩＴ関連会社と業務連携
したい。

九、飲食・レストラン関連企業
レストラン関連企業
1. 上海●●●●香料有限公司
食品メーカー 中国の香辛料製造最大手、日本国内香辛料市場に本格的に参入したい。そのため、
パートナー企業を探しに来日する予定。
2. 上海●●●●管理有限公司
大手レストラン運営会社 中国全国 1,000 店舗以上に展開。
中国でレストランを展開する際、ノーハウ提供したい。
3. 上海●●●●食品公司
食品会社 食品加工・製造メーカー。日本高度な食品加工・製造技術を導入したい、また、日本市場
にも開拓したい。
4. 上海●●●●管理有限公司
レストラン運営会社、日本の飲食関連企業と連携し、中国国内で日本料理レストランを作りたい。
5. 浙江●●●●水産有限公司
水産加工会社、1988 年創業、総資産 1.42 億元、年間売上 3.61 億元、社員数 2,000 人
日本から受注したい。

十、機械
十、機械・部品
機械・部品・材料
・部品・材料製造関連企業
・材料製造関連企業
1. 上海●●●●钢管有限公司製造会社
シームレスーパイプの製造、年間生産能力 30 万トン、日本から製造設備、製造ライン、管理技術など
を導入したい。
2. 上海●●●●器股份有限公司
上場企業、電気製品を開発・生産大手。風力、太陽光発電用大型電気変圧器など関連の日本企業と業
務提携したい。
3. 上海●●●●品有限公司製造会社
工場用運送ライン・特殊ゴムラインなどの製造
日本の管理・製造技術を導入して、必要な場合に合弁会社も立ち上がりたい。
4. 上海●●●●器股份有限公司
製造会社 大手電機製造メーカー 上場企業。
日本の電気製品関連の製造企業と技術連携をしたい、また、日本市場にも開拓したい。
5. 上海●●●●设备(集团)有限公司
グループ企業 電力関連設備の開発・製造企業。
1985 年創業、現在 54,000 平方メートルの自社工場を持ち、十数の子会社を持つ。今まで日本製造
ラインで製品を作っている、今後も日本の製造技術、設備などを導入したいと考えている
6. 上海●●●●带有限公司
工場用運送ライン、ゴム製品の製造。日本の製造ライン、管理技術などを導入したい。
7. 浙江●●●●业公司

金型、ビニール製品用金型、ＬＥＤ導光板などの製造会社であり。
1993 年創業、資本金 528 万元（約 6,800 万円）
、現在 22,000 ㎡の自社工場を所有、社員数 135 名、そ
の中熟練工は 75 名、エンジニアは 30 名ほどがいる。製品は主にオーストラリア、インド、イランな
どに輸出している。年間売上額は 2010 年 5,850 万元（約 7 億 6 千万円）
、今年は 6,500 万元（約 8 億
4 千万円）に達すると予想。日本企業（特に中小企業）と製品の加工、技術協力などを含めて、全面
的協力できるパートナー企業を探している。
8. ●●●●集団有限公司
業務・家庭用ミシンの製造大手、年間生産台数 200 万台、世界シェア 50％を占める
今後、日本市場に進出したい。
9. 上海●●●●企业（集团）有限公司
グループ企業 ビニール包装材料の開発・製造・販売。日本の生産ラインの導入を検討している。
10.台州●●●●有限公司
製造会社 ＰＶＣ製品の製造・販売。日本のＰＶＣ製造関連企業と技術提携したい。

十一、その
十一、その他
その他の企業
1. 上海●●●●工程有限公司
エレベーターの工事、点検、販売業務中国国家一級企業、日本のエレベーター関連企業と業務連携を
したい。
2. 上海●●●●广告有限公司
広告会社 上海地元大手企業、今後日本企業の顧客数を増やしたい。
3. 上海●●●●农艺大观园有限公司
農産物生産、販売、農場観光など運営する大手企業
日本の農業関連企業、観光関連企業と業務連携した。また、日本最新な管理技術などを導入したい。
4. 云海●●●●有限公司
ホテル・リゾートホテル・結婚式場運営する大手企業。
雲海の前身は雲南省展覧貿易商工であり、1992 年現在の社名に変更。現在十数ヶ所のホテル、温泉
施設などの運営以外に、2003 年蘇州大学運用技術学院（四年制大学）を設立して、本格的に教育産
業に進出した。今後、日本国内観光関連企業と交流したい
5. 上海●●●●集团有限公司
航空産業・乳製品・不動産開発関連の大手企業グループ企業。
日本の高い乳製品製造・管理技術を中国市場に導入したい。
6. 上海●●●●企业(集团)有限公司
科学、工業、貿易関連大手グループ企業 上場企業。
1984 年創業、上海初の民間グループ企業、21 の子会社を持ち 中国国内外で事業展開している。震
災後の日本経済を視察ために来日する予定、また各業種の日本企業と交流したいと考えている。
7. 上海市●●●●商会
商工団体 1988 年創立 上海最大な民間団体の一つ
日本側の企業を含めて、商工会などの団体と交流したい。
8. ●●●●娱娱有限公司
中国国内のオンラインゲーム開発の最大手会社。日本のオンラインゲーム関連企業と交流したい。
9. 上海●●●●科技（集团）有限公司
不動産開発・食品製造・教育など 20 社の子会社展開している。
教育産業関連の日本企業と業務連携などを考えている。
10. 上海●●●●科学园区
ハイテク産業区 ＩＴ、グリーエネルギー、宇宙技術など関連の日本企業を誘致したい
11. 上海●●●●股份有限公司
健康食品の開発・製造・販売する大手上場企業。

今後、日本企業と新商品を共同開発し、日中両国で販売路線を拡大したい。
12. 上海●●●●业集团有限公司
グループ企業 医療関連・不動産開発・バス製造・高圧容器の製造・ホテル経営
日本の製造技術を導入したい、また今後日本市場に参入したいと考えている。
13. ●●●●外伝媒集団有限公司
グループ企業 屋外広告代理店 中国全土に展開している。
日本企業中国市場に進出する際に、広告関連業務を委託されたい。
14. 台州●●●●息咨询有限公司
コンサル会社 企業経営コンサル業務、社員教育など。日本経営理念・管理経験などを中国企業に活
用したい。日本の経営コンサル企業と積極的に業務連携したい。
15. 新世纪●●●●集团有限公司
グループ大手企業 工業・農業・貿易三つの分野で展開
日本農業技術に高い興味を持ち、日本の農産品を中国市場に紹介したい。
16. ●●●●业集团有限公司
グループ企業 大理石などの加工、生産する企業。
日本企業と連携し、日中両国の市場を開拓したい。
17. 上海●●●●有限公司
床用木材製造の専門企業 1994 年創業 中国全土に 300 店舗。
日本の製造技術・製造ラインを導入したい、また、日本市場にも開拓したい。
18. ●●●●企业集团
グループ企業 建築用石材料の加工・生産 不動産開発、ホテル経営
実家製品を日本市場で販売したい、パートナー探しで来日する予定。
19. 上海●●●●樹脂有限公司
樹脂開発・製造・販売会社
日本の製造ラインを導入したい、また日本企業と業務連携も考えている。
20. 浙江省●●●●缶詰食品有限公司
食品缶詰製造会社、年間製造能力 2 万トン、３万㎡の自社工場、ISO9,001 認定
日本市場向けの製品を開発して、日本からの受注したい。
21. 台州●●●●工艺品有限公司
製造会社 工芸品、雑貨などの製造・輸出。
日本企業と連携して、日本国内市場を開拓したい。
22. 浙江●●●●化学品集团有限公司
グループ企業 化学製品の開発・製造・販売
日本企業と資金、技術などさまざまな方面で交流・連携したい。
23. 台州●●●●金属有限公司
金属リサイクル専門会社 上場企業 香港資金。
日本の金属リサイクル技術・製造工法などを導入したい。
24. 浙江●●●●艺品有限公司
製造会社 園芸用品の製造・輸出
日本市場向けの製品を開発したい、日本国内市場での販売したい。
25. 浙江省●●●●天铁艺有限公司
製造会社 金属製工芸品の設計・製造・輸出
今後、日本からの受注を期待している。
26. ●●●●科技集团有限公司
グループ企業 レジャー用品の開発・製造・販売
日本企業と業務連携して、日本市場に開拓したい。

27. ●●●●国際貿易（中国)投資集団公司
百貨店にて補正下着他販売している。
関連する日本製の商品を仕入れて販売したい。
28.北京●●●●百貨有限公司
純日本製のアパレル商品（男性・女性用スーツ、靴、男性・女性・旅行用カバンなど）、
美容品、特色のあるレストランを北京のデパートへ誘致したい。

