
2018日中東北３７号 

2018年 7月 27日 

 (一財)日中経済協会 

日中東北開発協会 

 

「吉林省長春新区ビジネス交流会」のご案内 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、日中経済協会は、中国吉林省長春新区が組織する、各企業トップをメンバーとする訪日団

を受入れることとなりました。来日企業は、添付の名簿にありますように、現代農業、食品加工、健康

食品、光学電子、自動車部品、ＡＩロボット、自動制御、ソフトウェア、高齢者福祉など多岐の業種に

渉ります。 

 この機会に、中国側から技術・製品等をご紹介するとともに、日中企業間でマッチングを行う、ビジ

ネス交流会を開催いたします。 

 中国企業と日本で直接交流できるこの機会を積極的にご活用いただきたく、ご案内申し上げます。お

忙しいところ恐縮ですが、ご検討くださるようお願い申し上げます。 

敬具 

                    記 

「吉林省長春新区ビジネス交流会」 

 日時：2018年 8月 28日（火）14:30～17:00 

 場所：日中経済協会 会議室 千代田区富士見 1-1-8 千代田富士見ビル 2階 

 主催：中国吉林省長春新区、 (一財)日中経済協会、日中東北開発協会 

 協力：吉林省商務庁 

 次第：※逐語通訳 

（１）主催者挨拶 

   （２）中国側企業より技術・製品紹介 

   （３）日中企業交流(マッチング、名刺交換) 

 定員：30名程度（先着順、席に限りがあるため定員になり次第締め切らせて頂きますので予めご了承

願います） 

 参加費：無料 

 申込締切：8月 10日（金） 

 

添付資料：訪日団名簿、企業概要、参加申込書(次ページの通り) 

 

お申し込み方法： 

 添付の参加申込書にご記入の上、以下のアドレスにメールにてお申込み下さい。 

※当日、面談したい中国企業がございましたら、参加申込書にご記入をお願いいたします。 

なお、各企業の詳しいデータは下記の当協会ホームページに掲載しますのでご参照願います。 

http://www.jc-web.or.jp/jcnda/publics/index/22/ 

 

送付先・お問い合わせ先： 

 日中経済協会 東北開発・イノベーション事業部 今村、日中東北開発協会 後藤 

TEL: 03-5226-2230  E-mail: kenji.imamura@jc-web.or.jp 、masahiro.goto@jc-web.or.jp 

http://www.jc-web.or.jp/jcnda/publics/index/22/


長春新区訪日団名簿 

 

氏名 企業・団体 役職 分野 

石 威 長春高新技術産業開発区管理委員会 副主任  

于 柏生 長春長東北開放開発先導区（長徳新区）管理

委員会  

主任  

朱 新慶 長春新区商務局 副局長 商 務 

柳 涛 長春北湖科技開発区光電産業弁公室 主任 光電産業 

王 彤彤 长春新区商務局 副主任課員 日本業務 

王 雪楠 吉林省晰晰農業有限会社 董事長 農業、食品加工 

孫 秀生  吉林省晰晰農業有限会社 総経理 農業、食品加工 

楊 久斌 吉林頂藜農業科学技術有限公司 董事長 農業、食品加工 

潘 国欣 吉林頂藜農業科学技術有限公司 副総経理 農業、食品加工 

齐  雷 吉林省億格藍健康産業有限公司 董事長 健康食品 

洪 子鈞 吉林省億格藍健康産業有限公司 総経理 健康食品 

孫 継強 吉林省億格藍健康産業有限公司 運営总监 健康食品 

郭 宸瑀 吉林省億格藍健康産業有限公司 製品总监 健康食品 

王 一雄 吉林省億格藍健康産業有限公司 通訳 健康食品 

馬 景平 長春市長德電競産業園有限公司 董事長 娯楽産業 

曹 中山   長春市長德電競産業園有限公司 総経理 娯楽産業 

李 東昇 吉林省天一水環境技術有限会社/吉林省福田

花雨農業科技有限会社 

董事長 環境技術、浄水設備 

孫 成帮 吉林省福田花雨農業科技有限会社 

 

総経理 農業、食品加工 

王  莹   

 

長春拓彩科技有限公司 

 

 

副総経理 OLED 材料、リチウム電

池、医薬中間体材料 

鄒 志偉 吉林省高性能複合材料製造業創新中心有限

公司 

副総経理 複合材料、繊維複合材

料製品、樹脂材料、金

属材料 

林 鈞涛 

 

長春衆昇科技発展有限公司 

 

副総経理 自動化生産ラインを生

産 

王  昊  長春衆昇科技発展有限公司 

 

総経理補佐 自動化生産ラインを生

産 

崔 峰銘 

 

長春三峰光電子工業有限公司 

 

董事 ロータリエンコーダの

研究開発 

田 大衛 吉林省恩叡昇医療器械有限公司 総経理 医療器械 

李  响 吉林省華裕自動車部品有限公司 総経理補佐 自動車部品 

許 建偉 吉林省華裕自動車部品有限公司 弁公室主任 自動車部品 

董 旭鋒 吉林瑞銘機電設備有限公司 総経理 自動車部品 

李 红萍 吉林省颐恩軒養老コンサルティングサービ

ス有限会社 

董事長 高齢者福祉コンサルタ

ント 



于 竜飛  吉林省颐恩軒養老コンサルティングサービ

ス有限会社 

総経理 高齢者福祉コンサルタ

ント 

管 海軍 長春長光智欧科技有限公司 総経理 光学機械 

王 逸夫  長春光華科技発展有限公司 董事長 AI ロボット 

謝  朝 

 

長春光華微電子設備工程中心有限公司 

 

副総経理 光電子、マイクロ電子

専用設備 

馬 国輝 吉林文德孚科技有限公司 総経理 標準化自動化設備 

孫 尚勇 吉林省永利レーザー科技有限公司 総経理 レーザー 

王  立 

 

長春艾希技術有限公司 

 

総経理 自動車用自動化設備及

びソフト 

周 暁野     長春衆義達医学科技有限公司総経理 総経理 メディカル研究開発、

生産販売 

邢 大偉 吉林省東坤房地産開発有限公司 

 

董事長 不動産 

 

企業概要 

１．吉林省晰晰農業有限会社 

董事長：王 雪楠  

本社：吉林省 長春市 

設立：2017年 

事業内容：ジャガイモの栽培、買収、加工、販売、食用農産物の加工と販売。 

 

２．吉林頂藜農業科学技術有限公司 

董事長：楊久斌 

本社：吉林省 長春市 

設立：2017年 

事業内容：キノア(キヌア)の育種、植栽、加工、深加工、研究開発、キノア機能性食品の製造、キノア

タンパク質と小分子ペプチドの研究と応用に従事している。 

 

３．吉林省億格藍健康産業有限公司 

董事長：齐 雷 

本社：吉林省 長春市 

設立：2018年 

事業内容：主な営業内容は健康養生食品の研発、販売 

 

４．長春市長德電競産業園有限公司 

董事長：馬 景平 

本社：吉林省 長春市 

設立：2018年 

事業内容：娯楽産業園 



５．吉林省天一水環境技術有限会社/吉林省福田花雨農業科技有限会社 

董事長：李 東昇 

本社：吉林省 

設立：2016年 

事業内容：浄水設備など環境に関連製品の開発と販売を行っている。  

 

６．吉林省福田花雨農業科技有限会社 

総経理：孫 成帮 

設立：2018年 

事業内容：農業、有機食品加工。 

 

７．長春拓彩科技有限公司 

副総経理：王 莹 

本社：吉林省 長春市 

設立：2016年 

事業内容：OLED化学品、リチウム電池及び医薬中間体材料研究開、委託生産、関連技術のコンサルティ

ング 

 

８．吉林省高性能複合材料製造業創新中心有限公司 

副総経理：鄒 志偉   

本社：吉林省 長春市 

設立：2017年 

事業内容：複合材料、繊維複合材料製品、樹脂材料、金属材料および生産設備の研究開発、生産、販売、

技術移転、技術コンサルティングサービスである。 

 

９．長春衆昇科技発展有限公司 

副総経理：林 均涛 

本社：吉林省 長春市 

設立：2002年 

事業内容：主に自動化生産ライン、組立ライン、非標準設備、工装鋏具、モジュール化立体倉庫、自動

制御工程を生産する。 

 

10．長春三峰光電子工業有限公司 

董事：崔 峰銘 

本社：吉林省 長春市 

設立：2006年 

事業内容：長春三峰光電子工業有限公司はロータリエンコーダの研究開発と生産に従事し、メイン製品

の光電エンコーダは自動化領域で広く応用されている制御システム構成の重要部品である。弊社はいま、

増量式エンコーダ、絶対式エンコーダ、リニアエンコーダなど百種以上の製品で市場の需要に応えてい

る。そのうち、高精度絶対エンコーダは中国宇宙飛行領域に応用され、衛星地面観測、ライダー定位、

ミサイル定位、ロボットなど重要な科技プロジェクトに応用されている。 

 

11．吉林省恩叡昇医療器械有限公司 

総経理：田 大衛 



設立：2014年 

本社：吉林省 長春市 

業務内容：吉林省恩睿昇医療器械有限公司は 2014 年に創設され、科学研究、生産、販売と代理を一体

化した総合企業である。中国国内で千社以上の大中小型病院、診療所をクライアントとし、シノプトフ

ォア、弱視近眼治療儀など眼科機器に 30 以上の特許を持ち、製品技術と生産レベルは業界をリードし

ている。 

 

12．吉林省華裕自動車部品有限公司 

総経理補佐：李 响 

設立：2001年 

本社：吉林省 長春市 

業務内容：弊社は主に自動車マット、自動車シート、ドアパネル部品など自動車内装製品の研究開発と

生産に従事している。 

 

13．吉林瑞銘機電設備有限公司 

董事：董 旭鋒 

本社：吉林省 長春市 

設立：2009年 

業務内容：水準器シリーズ、研磨機シリーズ、歯車研削盤シリーズ、自動車ステアリング組立シリーズ、

電動パワーステアリングコラム組立シリーズ、リベッターシリーズ、性能実験機シリーズ、車輪差実験

と動態バランス機シリーズ、車輪気密実験機、タイヤ自動組立シリーズ、テフロン軟管自動カット及び

ダンパー組立設備、プレスローダー、検測実験機などのシリーズ製品を生産している。 

 

14．吉林省颐恩軒養老コンサルティングサービス有限会社 

董事長：李 红萍 

本社：吉林省 長春市 

設立：2017年 

業務内容：高齢者福祉企業管理コンサルティング、高齢者福祉運営管理サービス、施設運営などさまざ

まなサービスを提供。 

 

15．長春長光智欧科技有限公司 

総経理：管 海軍  

本社：吉林省 長春市 

設立：2018年 

業務内容：バイオテクノロジー、集積電気路の製造検査などの領域で緊急に必要とされる高速、高性能

光学オンライン検査技術の開発を目指して、ハイテク需要に応えて、高通量顕微鏡、高性能金属レーザ

ー機一体化光学システム、高性能軍民両用特種光学レンズなどの目玉製品を研究開発し、同時に光学電

子機械の研究と開発に集中し光学分野の国際一流企業を目指している。 

 

16．長春光華科技発展有限公司 

総経理：王 逸夫  

本社：吉林省 長春市 

設立：1998年 

業務内容：RFID ラベル，AI ロボット，スマート軌道交通設備。 



 

17．長春光華微電子設備工程中心有限公司 

副総経理：謝 朝 

本社：吉林省 長春市 

設立：2002年 

業務内容：光電子、マイクロ電子専用設備の研究製造、中間検査および生産、販売、関連技術コンサル

ティング、技術サポート、技術移転。主要製品：レーザートリミング機、レーザーカッターなど。 

 

18．吉林文德孚科技有限公司 

総経理：：馬 国辉 

本社：吉林省 長春市 

設立：2011年 

業務内容：メイン製品は非標準化自動化設備、生産ライン、ソフト、自動注脂システム系列製品、スマ

ート事務製品、工業用鋏具の研究開発、加工と販売などで、お客様に工業製造（工業工程）全体の解決

案、EPC 事業、品質、コスト、効率の改良サービスを提供する。同時に、機械部品の研究開発、加工、

販売に従事し、電子商取引プラットホームから工業自動化製品の貿易も行っている。 

 

19．吉林省永利レーザー科技有限公司 

総経理：孫 尚勇  

本社：吉林省 長春市 

設立：2005年 

業務内容：二酸化炭素レーザー管、レーザー電源、レーザーダイナモメーターなどレーザー部品の研究

開発、生産、販売、サービス 

 

20．長春艾希技術有限公司 

総経理：王 立 

本社：吉林省 長春市 

設立：2001年 

業務内容：自動車用自動化設備及びソフト 

 

21．長春衆義達医学科技有限公司 

総経理：周 暁野 

本社：吉林省 長春市 

設立：2014年 

業務内容：メディカル研究開発、生産および販売 

 

22．吉林省東坤房地産開発有限公司 

董事長：邢 大偉 

本社：吉林省 長春市 

設立：2006年 

業務内容：不動産 

 


