
 

 中国山東省人民政府と中国国際貿易促進委員会は、「2021 対話山東」イベントの一環として 8 月 24 日(火)

に「エコ産業マッチング会」をオンラインにて開催されます。10社の山東省企業から調達、協業、合弁などの

オファーがあり、これと商談をしていただける企業様を募集しています。ご興味をお持ちの参加者はぜひお申

し込みください。 

 

日 時：2021 年 8 月 24 日(水) 15:00～（日本時間） 

場 所：インターネット上（Zoom Cloud Meetings を使用します） 

内 容：①出席者紹介  ②オンラインマッチング会 

参加料：無料 

主 催：山東省生態環境庁、中国国際貿易促進委員会山東省委員会 

共 催：（公社）関西経済連合会 

協 力：（一社）日本経済団体連合会、（一社）日中経済貿易センター、（一財）日中経済協会、 

日本国際貿易促進協会、大阪商工会議所、（一社）東海日中貿易センター、中国日本商会 

後 援：日中投資促進機構、京都商工会議所、神戸商工会議所、（公財）大阪産業局、 

（一財）大阪国際経済振興センター、NPO 法人守口門真日中友好協会、（一社）西日本中国企業連合会、

関西中華総商会、（一財）自治体国際化協会北京事務所 

時 間：申込受付後調整の上、時間、商談 URL をご連絡いたします。 

「2021 対話山東-エコ産業マッチング会」中国側企業リスト 

※7/28 時点の企業情報。下記 10社以外にも逐次追加します。詳細はこちら↓↓↓↓ 

http://japan.dialogueshandong.cn/dialogue/japan/cooperation/detail?category_id=13&lang=ja-jp 

No 企業名 / 企業概要 / ウェブサイト 内容 ニーズ 

1 

徳州海志薬業有限公司 

技術 

調達 

生産時に発生する揮発性有機化合物

などの排気ガスを効率的に回収する

ソリューション。 

医薬品原薬及びその中間体の開発・製造・販売に特化した

ハイテク企業。2012 年 5 月にゲフィチニブ 10 トン/年、

イトプリド 50トン/年の生産・建設プロジェクトを開始。 

http://www.haizhipharma.com/hz/introcn.asp （中/英） 

2 

山東法因 CNC 機械設備有限公司 

 

技術

調達 

① 工業用塗装・包装・印刷業界の低

濃度有機廃ガスの効率的、省エ

ネ、安全で安定した処理技術。 

② 工業用塗装・包装・印刷業界の専

門的なアップグレード技術。  

光学・機械統合型の CNC加工装置一式の開発・製造・販売。 

http://www.fincm.com/ （中/英） 

3 

徳州広源環境保護技術有限公司 

技術 

調達 

ゼオライトモレキュラーシーブのラ

ンナー製造技術のサポート。 

機器製造業の産業廃ガスの総合的な処理、汚泥の低温乾

燥、工場の換気・冷却に特化した企業で、研究開発、設計、

販売、生産、建設、運用・保守を行っている。 

http://www.gyhb.cn/about/?19.html （中） 

http://japan.dialogueshandong.cn/dialogue/japan/cooperation/detail?category_id=13&lang=ja-jp
http://www.haizhipharma.com/hz/introcn.asp
http://www.gyhb.cn/about/?19.html


4 

山東江河紙業有限公司 

技術 

調達 

① アルカリ回収システムにおける

臭気分析と最適化対策技術。 

② 高濃度廃水の低塩処理技術。浄

水場の減塩制御及び最適化技

術。 

年間のパルプ・紙生産能力は 40 万トン。 製紙ライン 4 本、

パルプとコーティングのフル処理ライン、自社発電所を所

有。製品は中国全国と韓国、台湾、ギリシャ、中東などで

販売。主な製品は食品用包装紙、紙コップ用紙、カーボン

レス紙、カーボンレスコピー紙、高級文化紙、高級仕上げ

木材パルプなど。 

ウェブサイトなし 

5 

聯化科技（徳州）有限公司 

技術 

調達 

① 揮発性有機化合物などの排気ガ

スの収集と安全処理するための

ソリューション。 

② 生産工程で発生する高塩分、高

COD のプロセス廃水や低塩分廃

水を、処理後に生産工程に戻し

再利用できる効率的な処理技術

ソリューション。 

中国工業情報化部から監視化学品製造の特別許可を受け

ているホスゲン製造会社。ファインケミカル中間体の研究

開発、製造、販売を中心とした専門メーカー。 

http://www.lianhetech.com （中/英） 

6 

山東薬石薬業有限公司 

技術 

調達 
排気・排水処理技術。 

ハイエンドの原薬に必要な医薬中間体、経口固形製剤、注

射剤の生産に注力しており、将来的には原薬や製剤のメー

カーを目指す。南京と米国にそれぞれ研究開発センターを

設置。 主な製品：医薬中間体、経口固形製剤、注射剤 

ウェブサイトなし 

7 

山東億龍能源有限公司 

協業 

農畜業有機廃棄物の資源化案件。 

第一期 14 万 t/年の農業わらと畜鳥

糞などの処理。メタンガス 3150 万㎥

/年を製造、発電に使用（7560 万 kWh/

年) 

第二期 4.5万 t/年の固形バイオ有機

肥料の製造。 

設立 2017 年 

登録資本約 1,500 万ドル 

事業内容新エネルギー技術、省エネルギー、環境保護技術

の開発・技術コンサル、固形廃棄物処理、水質汚染処理、

都市廃棄物処理サービス、バイオガス利用技術の開発・推

進、バイオガス発電、有機肥料の製造・販売など。 

ウェブサイトなし 

8 

山東農発藍泰生態科学技術有限公司 

協業 

/ 

合弁 

濰坊固形廃棄物循環経済産業園の建

設。180万t/年の建設廃棄物を処理。

2021年5月に操業開始。総投資額

3,500万ドル、年間売上高8,000万ド

ルを見込む。操業開始後、濰坊市区

の建築廃棄物を180万トン/年減量で

きる見込み。 

建設固体廃棄物、産業固体廃棄物、リフォーム廃棄物など

のリサイクル事業を展開。濰坊市坊子経済発展区に立地。 

ウェブサイトなし 

9 

威海中欧水処理・膜技術革新工業団地 

投資

誘致 

以下の業界の企業の投資を誘致。 

フィルタ製品の開発・生産。フィル

タ装置の製造。水処理装置の開発・

生産。水処理エンジニアリング、水

処理薬品の研究開発など。 

投資総額は 5.5 億 RMB。敷地面積は 100 ムー。建築面積は

6.76 万㎡。フィルタ技術の研究開発を中核とし、フィルタ

による水処理、バイオ医薬、大健康など応用推進。 

ウェブサイトなし 

    

http://www.lianhetech.com/


10 

山東省生態環境計画研究所 

技術

調達 

以下の環境保護事業に関する先進的
な処理技術とノウハウ。 
① 大気汚染 
② カーボンピーク 
③ 水環境整備 
④ 土壌汚染管理 
⑤ 固形廃棄物汚染管理 
⑥ 管理方式 

山東省政府機関 

ウェブサイトなし 

 

「2021 対話山東-エコ産業マッチング会」  参加申込書 
 

申し込み方法： 

１）ネット申込み①： http://jp.mikecrm.com/7jNM3K9 

２）ネット申込み②：スマホで右側の QRコードをスキャンしてください。 

３）下記フォームにご記入の上、FAX または E-mail にてお送りください。 

    ※印のついているものは必ずご記入いただきますようお願い致します。 

４）申込締切：8月 17日(火)17 時まで（日本時間） 

お申込書送付先: ■E-mail：kaigi_hy@goldenbridge2002.com■ F A X：06-7635-9508 

貴社名 ※  

ご芳名 ※  

ご所属・役職 ※  

業種  

電話番号 ※  

FAX  

E-MAIL ※  

貴社ウェブサイト  

中国側マッチング企業に提案

したい商品等（具体的に） 
 

ご興味のある中国側マッチン

グ企業の商品等（具体的に） 
 

通訳手配の要否 ☐必要    ☐不要     ※□をクリックし、チェックして下さい。 

 

※ご記入いただいた情報は、本会合運営のため中国側主催者や協力、後援団体に提供いたします。本会合に関連する情報は一般社団法

人日中経済貿易センターで管理し、各種情報提供のために利用します。個人情報には細心の注意を払い、個人情報保護法の規程の範囲

を超えた利用は致しません。 

 

【お問い合わせ（運営・事務局）】  

（一社）日中経済貿易センター  小林・陳 TEL:06-4704-2511    E-mail:jingji@japanchina.jp 

（株）ゴールデンブリッジ   劉 090-3674-9828  楊 090-1242-7302  9:00～17:00 

tel:06-4704-2511

